
 

映画を観に行きましょう：ИдЕМ смотреть кино!
え い が み

映画について話せますか？どうやって映画にさそったらいいですか？

質問に答えてみましょう
しつもん こた

1. どんな映画が好きですか？ 
えい が

2. 映画館で映画を観るのが好きですか？ 
えい がかん み

3. 普段一人で映画を観ていますか？
ふだん み

        ① 言葉の練習 
Составьте предложения с помощью 
слов под картинками. 

この映画、もう見た？どうだった？

例：この映画、つまらなかった。
れい え い が

Тренировка слов

Уже смотрел этот фильм? Как он тебе?

Можете говорить о кино? Как лучше пригласить человека в кино?

Какие фильмы вы любите?

Вам нравится смотреть фильмы в кинотеатре?

Вы обычно смотрите кино в одиночестве?
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Примеры ответов

例文を聞いて、書いてください。
れいぶん

Прослушайте примеры и запишите их.ポイント

この映画、ふつうだった・ふつうでした 
この映画、かんどうした・かんどうしました 
この映画、ビックリした・ビックリしました 
この映画、はずかしかった・はずかしかったです

この映画、あたまにきた・あたまにきました 
この映画、つまらなかった・つまらなかったです 
この映画、なけた・なけました 
この映画、ウケた・ウケました

１）この映画、ふつうだった。�
２）この映画、かんどうした。�
３）この映画、ビックリした。�
４）この映画、はずかしかった。�
５）この映画、あたまにきた。�
６）この映画、つまらなかった�
７）この映画、なけた。�
８）この映画、ウケた。�

Примеры ответов

1. はい、私はコメディー映画が好きですね。コメディー映画を観るとものすごくウケます�
2. えっと…昔は映画館でしか映画を観ることができませんでしたから、昔は好きでしたが、今は

むかし

家でビデオを観れるので家のほうがいいですね�
3. 家で映画を観ているので普通は⼀⼈です

ふつ う



  言葉 ふりがな ロシア語

普通　(普通のもの） ふつう（ふつうのもの） Обычный (Обычный предмет)

感動する かんどうする Сильно впечатлить, поразить

ビックリする Удивить, Испугать

恥ずかしい はずかしい Стыдливый, Смущающий

頭に来る あたまにくる Разозлиться, Взбеситься

つまらない Скучный, Нудный

泣ける なける Трогающий до слёз , быть трогательным

ウケる Быть ржачным, смешным, юморным

映画の感想 えいがのかんそう Впечатление от фильма (Отзыв после просмотра)

印象 いんしょう Впечатление (перед просмотром) (без эмоций)

感激する かんげきする Глубоко впечатлить

涙がとまらない なみだがとまらない Не сдержать слёз

ストレス解消になる ストレスかいしょうになる Стать «снимателем стресса»

スカッとする Быть в восторге

しらける Быть разочарованным, Портить настроение

俳優 はいゆう Актёр

女優 じょゆう Актрисса

映画祭 えいがさい Кинофестиваль

才能 さいのう Талант

ストーリー История, сюжет

亡くなる なくなる Умирать

意味深い いみぶかい Глубокомысленный (глубокий смысл)

子供向け こどもむけ Направленный на детей

タイプ Тип 

都合が悪い つごうがわるい Не удобно по обстаятельствам

都合がいい つごうがいい Удобно по обстоятельствам

嬉しい うれしい Радостный

昔は むかしは В прошлом…

ものすごく Ужасно, жуть как…

笑う わらう Смеяться

怒る おこる Злиться

腹が立つ はらがたつ Обижаться, беситься

語彙リスト
ご い
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       ② 文法の練習

どうしてその映画を観たいですか？

Упражнение на Грамматику

Дополните предложение грамматической конструкцией. Переведите.

山田さんはその映画を観たら、泣けたらしい


映画祭の映画はストーリーが難しいですが、意味深いらしい

い み ぶか

あの女優はきれいらしいですが、私のタイプじゃないです

じょゆう

子供向け映画は面白くないらしいですが、PIXARの映画は大人も好きですよ。
こども む おもしろ

Почему хочешь посмотреть тот фильм?
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Примеры ответов

Я слышал, что как только Ямада посмотрел этот фильм, он расплакался

Я слышал фестивальные фильмы сложны в плане сюжета, но в них есть глубокий смысл. 

Кажется, та актриса красивая, но она не мой тип.

Я слышал что фильмы для детей не интересные, но мультфильмы PIXAR взрослые тоже любят.

Примеры перевода

Условные обозначения
Гл.ない-форма 
Гл.ます-форма 
Гл.Словарная форма  
Гл. 4-я основа 
Гл. 5-я основа 
Гл.て-форма 
Гл.た-форма

（あ）行かない・食べない・しない・こない 
（い）行きます・食べます・します・きます 
（う）行く・食べる・する・くる 
（え）行ける・食べられる・できる（すれ）・こられる（くれ）＊ 
（お）行こう・食べよう・しよう・こよう
行って・飲んで・食べて・して・きて 
行った・飲んだ・食べた・した・きた 

Если не уверены в спряжениях и преобразованиях форм, можете проверить себя 
на этом сайте: https://verb-conjugation.nihongokyoshi-net.com/ 

Условные обозначения
Cущ. 
ナПрил. 
イПрил.

Существительное. 本・ネコ 
なПрилагательное ハンサムな・きれいな・しずかな 
いПрилагательное いい・おいしい・おもしろい

Если не уверены в спряжениях и преобразованиях форм, можете проверить себя 
на этом сайте: https://nihongokyoshi-net.com/adjectives 

Примеры ответов

この映画、ふつうだったらしい 
この映画、かんどうしたらしい 
この映画、ビックリしたらしい 
この映画、はずかしかったらしい

この映画、あたまにきたらしい 
この映画、つまらなかったらしい 
この映画、なけたらしい 
この映画、ウケたらしい 

言葉の練習の単語を使って、文法で例文を作ってください
Используйте слова из «Тренировки слов» и составьте свои примеры.

Ответы на задание

https://verb-conjugation.nihongokyoshi-net.com/
https://nihongokyoshi-net.com/adjectives
https://verb-conjugation.nihongokyoshi-net.com/
https://nihongokyoshi-net.com/adjectives
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       ② 文法の練習 СТили речи

Вежливый стиль → Простая форма (Разговорный стиль)

日本にいきます
Словарная

Форма


日本にいく

すしをたべます すしをたべる

テニスをします テニスをする

ロシアからきます ロシアからくる

日本にいきません

Гл. ない-форма

日本にいかない

すしをたべません すしをたべない

テニスをしません テニスをしない

ロシアからきません ロシアからこない

日本にいきました

Гл. たформа

日本にいった

すしをたべました すしをたべた

テニスをしました テニスをした

ロシアからきました ロシアからきた

日本にいきませんでした

Гл. ない-форма

い＋かった

日本にいかなかった

すしをたべませんでした すしをたべなかった

テニスをしませんでした テニスをしなかった

ロシアからきませんでした ロシアからこなかった

Глагол простая форма. Образование ふつうけい
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