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＊  たしざん  ひきざんのもんだい  １ ···································· １ 

       あわせて（всего (сложить)）みんなで （все  вместе） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ２ ·································· １５ 
       ちがい（разность (разница)） 
       あわせて（всего (вместе / в сумме )） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ３－１ ······························ ２２ 
       おおい（больше）すくない（меньше）  
       どちら（которая / где (по количеству)） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ３－２ ······························ ２４ 
       どちら（которая / чего больше (яблок или .....)） 
       どれだけ（колько (не хватает по количеству)） 
       おおい （больше (много)）すくない（меньше(мало)） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ４ ·································· ３１ 
       おおい（больше (много)）すくない （меньше(мало)） 
       ～より（чем (в сравнении)） 
 
 ◎ まとめの問題    １～４ ··········································· ３９ 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ５－１ ······························ ４１ 
       もっています（в наличии (у учителя книга)） 
       あげました（дал / подарил (что-то / кому-то)） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ５－２ ······························ ４２ 
       もっています（в наличии (у учителя книга)） 
       もらいました（получил / взял） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ６ ·································· ４７ 
       たべました（съели  / поели） つかいました（потратили） 
       もらいました（получил / взял）  のこり(остаток） 
       どれだけ（сколько） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ７－１ ······························ ５５ 
       もっています（в наличии (у учителя книга)） 
       おおく（больше (на сколько)）すくなく（меньше） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ７－２ ······························ ５７ 
       おおく（больше (на сколько)） すくなく（меньше） 
       もっています（в наличии (у учителя книга)） 
       いくつ（сколько  (по количеству)） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ８－１ ······························ ６４ 
       おおく（больше (на сколько)）すくなく（меньше） 
       もらいました（получил / взял） 
       たべました（съели  / поели）つかいました（потратили） 

  



 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ８－２ ······························ ６６ 
       おおく（больше (на сколько)）すくなく（меньше） 
       もらいました（получил / взял） 
       たべました（съели  / поели）つかいました（потратили） 
 
 ◎ まとめの問題   ５～８ ············································ ７１ 
                    １～８ ············································ ７３ 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ９－１ ······························ ７４ 
      へりました （уменьшилось  (осталось меньше)） 
      ふえました（увеличилось） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  ９－２ ······························ ７６ 
      より（чем (в сравнении)）ふえました（увеличилось） 
      へりました（уменьшилось  (осталось меньше)） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  １０ ································ ８２ 
      ふえて（увеличилось） 
      へって（уменьшилось  (осталось меньше)） 
      なりました（стало (всего)） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  １１ ································ ８７ 
      まだ／あと（еще）のこっています（осталось） 
      たべた（съели  / поели）つかった（истратил / использовал） 
      はじめに（сначала / в начале） 
 
 ◎  まとめの問題  ９～１１ ·········································· ９１ 
                    １～１１ ·········································· ９３ 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  １２ ································ ９４ 
      つかう（использовать / истратить）たべる（есть / съесть） 
      あげる（подарить / дать）もらう（взять / брать）のこる（остатьс
я） 
 
 ◎  まとめの問題  ９～１２ ········································ １０１ 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  １３ ······························ １０２ 
      あと（еще (дополнительно)）  
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  １４－１ ·························· １０６ 
      ～ずつ（по）くばる（распределить） 
      あまる（оставаться (останется конфет?)） たりない（не хватает） 
 
＊  たしざん  ひきざんのもんだい  １４－２ ·························· １０８ 
      あまります（оставаться (останется конфет?)） 
      たりません（не хватает） 
 
 ◎  まとめの問題 １３～１４ ······································· １１２ 
                     １～１４ ······································· １１４ 

  



 
＊  かけざん わりざんのもんだい  １－１ ···························· １１５ 
        ぜんぶで（вместе(сумма)） 
 
＊  かけざん わりざんのもんだい  １－２ ···························· １１６ 
      ～ばい（крат(раз)） 
 
＊  かけざん わりざんのもんだい  １－３ ···························· １１７ 
        いれる（поместйть）わける（поделить） 
 
＊  かけざん わりざんのもんだい  １－４ ···························· １１９ 
        ～ずつ （по）くばります（распределить）いります（нужно） 
 
＊  かけざん わりざんのもんだい  １－５ ···························· １２１ 
 
＊  かけざん わりざんのもんだい  １－６ ···························· １２３ 
        くばりました（распределили）ぜんぶで（вместе(сумма)） 
 
＊  かけざん わりざんのもんだい  ２ ································ １２５ 
        ～にんぶん（доля / часть (на определенное количество)） 
 
＊  かけざん わりざんのもんだい  ３ ································ １２８ 
        ぜんぶで （вместе(сумма)） 
～ 入り（на / для (коробка для 5и конфет/ автобус на 8 человек)） 
 
 ◎  まとめの問題 １５～１７ ······································· １３１ 

                     １～１７ ······································· １３３ 

 語句一覧    （あいうえお順序） ···································· １３４ 

  


