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》そおあねあ くあみうしかせけこ せあ くあねけつしかせけか ちかいかせさあ すそきかて いふてへ
そつとはかつてうしかせあ てそしへさそ そて くあさそせせそえそ たちかおつてあうけてかしみ
ちかいёせさあ.

╉しみ たそおあねけ くあみうしかせけみб くあみうけてかしへ おそしきかせ いふてへ くあちかえけつてちけちそうあせ せあ
ちかえけそせあしへせそす たそちてあしか えそつとおあちつてうかせせふに け すとせけぬけたあしへせふに とつしとえ
Эなとせさぬけこ) ¨うあせそうつさそこ そいしあつてけ Э『》╈】).

》そおあねあ くあみうしかせけこ つ ねときそこ とねかてせそこ くあたけつけ せか おそたとつさあかてつみб
おあせせふこ なあさて たそうしかねёて あせせとしけちそうあせけか たそおあせせふに
くあみうしかせけこ.

¨せなそちすあぬけみ そ たそおあせせそす くあみうしかせけけ そてそいちあきあかてつみ う
しけねせそす さあいけせかてか くあみうけてかしみ せあ たそちてあしか 『》╈】.

》そおちそいせとま さそせつとしへてあぬけま たそ うそたちそつあす ちあいそてふ
ほしかさてちそせせそこ とつしとえけ すそきせそ たそしとねけてへ う のさそしか.



ぁてそ てあさそか ほしかさてちそせせあみ くあたけつへ う のさそしとф

╆ふつてちふこ つたそつそい くあたけつあてへ ちかいёせさあ う のさそしと ねかちかく けせてかちせかて

》そしとねかせけか ちかくとしへてあてそう そ にそおか けつたそしせかせけみ とつしとえけ う しけねせそす さあいけせかてか

《てつしかきけうあせけか そねかちかおけ う のさそしと

〉そうふこ なそちすあて そいはかせけみ ちそおけてかしかこ け そいちあくそうあてかしへせそこ そちえあせけくあぬけけ



》そおあねあ くあみうしかせけみ

《てさちふてへ 『かえけそせあしへせふこ けせてかちせかて-たそちてあし ╉かたあちてあすかせてあ そいちあくそうあせけみ 
¨うあせそうつさそこ そいしあつてけ

1

 ╇ あおちかつせそこ つてちそさか いちあとくかちあ 
ううかつてけ あおちかつ たそちてあしあ 
https://portal.iv-edu.ru 

 ╇ たそけつさそうふに つけつてかすあに 
せかそいにそおけすそ ううかつてけ う つてちそさと 
たそけつさあп
"》そちてあし ╉かたあちてあすかせてあ 
そいちあくそうあせけみ ¨うあせそうつさそこ 
そいしあつてけ".



》そおあねあ くあみうしかせけみ

╇ふいちあてへ すとせけぬけたあしへせふこ ちあこそせ けしけ えそちそおつさそこ そさちとえ う さそてそちそす 
せあにそおけてつみ のさそしあ

2

 〉あ えしあうせそこ つてちあせけぬか 
たそちてあしあ う うかちにせかす すかせま 
せあうけえあぬけけ うふいちあてへ たとせさて 
すかせま «〈とせけぬけたあしへせふか 
ちあこそせふ»г

 ╇ さそせてかさつてせそす すかせま 
うふいちあてへ せときせふこ 
すとせけぬけたあしへせふこ ちあこそせ けしけ 
えそちそおつさそこ そさちとえг



》そおあねあ くあみうしかせけみ

╇ ちあくおかしか すかせま «《ちえあせけくあぬけけ» うふいちあてへ たとせさて 
«ぃさそしふ»г

3

 【あさきか せあ つてちあせけぬか 
«《いちあくそうあてかしへせふか 
そちえあせけくあぬけけ»б すそきせそ 
うふいちあてへ ちあくおかし 
«《いはかそいちあくそうあてかしへせふか 
そちえあせけくあぬけけ»г

 〉あ つあこてか そておかしあ 
そいちあくそうあせけみ う うかちにせかす 
すかせま せあうけえあぬけけ うふいちあてへ 
たとせさて «《ちえあせけくあぬけけ»г

 ╇ さそせてかさつてせそす すかせま 
うふいちあてへ たとせさて «Шさそしふ»г 



》そおあねあ くあみうしかせけみ

╇ふいちあてへ そいちあくそうあてかしへせとま そちえあせけくあぬけま Эのさそしと)б う さそてそちとま いとおかて 
たそおあうあてへつみ くあみうしかせけかг
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 〉あ つてちあせけぬか 
«《いはかそいちあくそうあてかしへせふか 
そちえあせけくあぬけけ» うふいちあてへ 
のさそしとб う さそてそちとま いとおかて 
たそおあうあてへつみ くあみうしかせけかг 



》そおあねあ くあみうしかせけみ

《てさちふてへ つてちあせけぬと «ゅしかさてちそせせふか つしとえけ» せあ つあこてか そいちあくそうあてかしへせそこ 
そちえあせけくあぬけけг
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 ╇ さそせてかさつてせそす すかせま 
うふいちあてへ たとせさて 
«Эしかさてちそせせふか とつしとえけ»г

 ╇ うかちにせかす すかせま つあこてあ 
のさそしふ うふいちあてへ たとせさて 
«》ちけёすせあみ»г 



》そおあねあ くあみうしかせけみ

╇ふいちあてへ 
«》そおあねあ くあみうしかせけみ せあ くあねけつしかせけか う のさそしと»г
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 ╉しみ おあしへせかこのかこ ちあいそてふ 
いとおかて そつとはかつてうしかせあ 
たかちかあおちかつあぬけみ せあ 
ちかえけそせあしへせふこ たそちてあし 
えそつとおあちつてうかせせふに け 
すとせけぬけたあしへせふに とつしとえ 
Эなとせさぬけこ) ¨うあせそうつさそこ 
そいしあつてけ Э『》╈】).

 ╉しみ たそおあねけ くあみうしかせけみ う  
のさそしと せかそいにそおけすそ うふいちあてへ 
たとせさて «》そおあねあ くあみうしかせけみ 
せあ くあねけつしかせけか う のさそしと»г 



》そおあねあ くあみうしかせけみ

》ちそこてけ あうてそちけくあぬけま せあ 『かえけそせあしへせそす たそちてあしか えそつとおあちつてうかせせふに け 
すとせけぬけたあしへせふに とつしとえ Эなとせさぬけこ) ¨うあせそうつさそこ そいしあつてけ Э『》╈】)г
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 〉あきあてへ せあ させそたさと
«╇にそお う しけねせふこ さあいけせかて»



》そおあねあ くあみうしかせけみ

》ちそこてけ あうてそちけくあぬけま せあ 『かえけそせあしへせそす たそちてあしか えそつとおあちつてうかせせふに け 
すとせけぬけたあしへせふに とつしとえ Эなとせさぬけこ) ¨うあせそうつさそこ そいしあつてけ Э『》╈】)г
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 ╇ なそちすか せかそいにそおけすそ 
とさあくあてへ うあの «]そえけせ» け 
«》あちそしへ»г 
]そえけせそす おしみ うにそおあ う 
つけつてかすと みうしみかてつみ せそすかち 
』〉¨]』 とさあくあせせふこ せあ 
つてちあにそうそす つうけおかてかしへつてうか, 
【かしかなそせ けしけ たそねてあг

 〉かそいにそおけすそ そつとはかつてうけてへ 
あうてそちけくあぬけま たそしへくそうあてかしみб 
けすかまはかえそ とねёてせとま くあたけつへ 
せあ たそちてあしか Э う つしとねあか かつしけ 
うふ くあちかえけつてちけちそうあせせふこ 
たそしへくそうあてかしへ)г

 ╊つしけ ╇ふ せか 
くあちかえけつてちけちそうあせふ せあ 
たそちてあしかб ╇あす せかそいにそおけすそ 
たちそこてけ たちそぬかおとちと   

ちかえけつてちあぬけけг

》そおちそいせとま けせなそちすあぬけま そ
ちかえけつてちあぬけけ うふ せあこおёてか せあ
つあこてか 『》╈】



》そおあねあ くあみうしかせけみ

╇ふいちあてへ えそちそおつさそこ そさちとえ けしけ すとせけぬけたあしへせふこ ちあこそせ б う さそてそちそす 
せあにそおけてつみ のさそしあг
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 ╇ つしとねあか うそくせけさせそうかせけみ 
うそたちそつそう たちけ あうてそちけくあぬけけ 
けしけ ちかえけつてちあぬけけ せあ 
たそちてあしか せかそいにそおけすそ 
そいちあてけてへつみ たそ てかしかなそせと 

8-800-250-12-11

 》そつしか とつたかのせそこ 
あうてそちけくあぬけけ せかそいにそおけすそ 
うふいちあてへ すとせけぬけたあしへせふこ 
ちあこそせ けしけ えそちそおつさそこ そさちとえб 
う さそてそちそす せあにそおけてつみ のさそしあг 

 ╉あしかか せかそいにそおけすそ うふいちあてへ 
のさそしと う さそてそちとま いとおかて 
たそおあうあてへつみ くあみうしかせけか せあ 
くあねけつしかせけかг



》そおあねあ くあみうしかせけみ

〉あきあてへ せあ させそたさとп
«》そおあてへ くあみうしかせけか»
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 《てさちそかてつみ さあちてそねさあ とつしとえけг 
╉しみ たそおあねけ くあみうしかせけみ 
せかそいにそおけすそ せあきあてへ せあ 
させそたさと «》そおあてへ 
くあみうしかせけか»



》そおあねあ くあみうしかせけみ

′あたそしせけてへ なそちすと くあみうしかせけみг 
》ちけさちかたけてへ おそさとすかせてふг

 〉かそいにそおけすそ くあたそしせけてへ 
なそちすと くあみうしかせけみг 

 ╇つか そいみくあてかしへせふか たそしみ 
そてすかねかせふ *.

 ╊つしけ おあせせふか う たそしか とさあくあせふ 
せかさそちちかさてせそб つけつてかすあ 
たそおつさあきかてб さあさそか けすかせせそ 
たそしか せときせそ たそたちあうけてへг 

 》そつしか くあたそしせかせけみ なそちすふ 
せかそいにそおけすそ せあきあてへ せあ 
させそたさと «╉あしかか»г 

 〉あ うてそちそす ほてあたか いとおかて 
うそくすそきせそつてへ たちけさちかたけてへ  
おそさとすかせてふ う 
そてつさあせけちそうあせせそす うけおかг 
『あくすかち さあきおそえそ なあこしあ せか 

おそしきかせ たちかうふのあてへ
ж 〈╆. 

》ちけすかち なそちすふ くあみうしかせけみ 
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》そおあねあ くあみうしかせけみ

′あたそしせけてへ なそちすと くあみうしかせけみг 
》ちけさちかたけてへ おそさとすかせてふг

 〉あ うてそちそす ほてあたか いとおかて 
うそくすそきせそつてへ たちけさちかたけてへ  
おそさとすかせてふ う 
そてつさあせけちそうあせせそす うけおかг 
『あくすかち さあきおそえそ なあこしあ せか 
おそしきかせ たちかうふのあてへ  1 〈╆. 

》ちけすかち たちけさちかたしかせけみ おそさとすかせてそう
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 》ちけ そてつとてつてうけけ 
さうあしけなけぬけちそうあせせそこ 
Эとつけしかせせそこ) ぬけなちそうそこ 
たそおたけつけ たちけさちかたしかせけか 
そてつさあせけちそうあせせふに さそたけこ 
おそさとすかせてそう せか みうしみかてつみ 
そいみくあてかしへせふすг

 ╉しみ そてたちあうさけ くあみうしかせけみ 
せかそいにそおけすそ せあきあてへ せあ 
させそたさと «《てたちあうけてへ 
くあみうさと»г



》そおあねあ くあみうしかせけみ

》そおてうかちおけてへ たそおあねと 
くあみうしかせけみ う のさそしとг 

 》そおてうかちおけてへ たそおあねと 
くあみうしかせけみ う のさそしとг
》そつしか せあきあてけみ せあ させそたさと 
«《[» くあみうしかせけか いとおかて 
そてたちあうしかせそ う のさそしとг 

 》そつしか そてたちあうさけ くあみうしかせけみ 
つけつてかすあ うふおあつて つそそいはかせけか 
せあ ほさちあせか さそすたへまてかちあ そい 
とつたかのせそこ ちかえけつてちあぬけけ 
くあみうしかせけみг 
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《いちあいそてさあ くあみうしかせけみ

╅しえそちけてす そいちあいそてさけ くあみうしかせけみ つそてちとおせけさあすけ そいちあくそうあてかしへせそこ 
そちえあせけくあぬけけг  』てあてとつふ ちあいそてふ つ くあみうしかせけかすг

′あちかえけつてちけちそうあせあ

〉あ ちあつつすそてちかせけけ

《きけおあせけか

》ちけせみてあ

′あねけつしかせ

《てさしそせかせあ

╅せせとしけちそうあせあ

′あみうしかせけか たそつてとたけしそ う のさそしと け くあちかえけつてちけちそうあせそ う いあくか たそお
とせけさあしへせふす けおかせてけなけさあてそちそす.

』そてちとおせけさ のさそしふб そてうかてつてうかせせふこ くあ そいちあいそてさと くあみうしかせけこб
たちけつてとたけし さ そいちあいそてさか くあみうしかせけみ.

′あみうしかせけか つそそてうかてつてうとかて てちかいそうあせけみす ちかえしあすかせてあ け
てちかいそうあせけみす のさそしふ おしみ くあねけつしかせけみ う のさそしとб せそ くあみうけてかしへ せか
たちかおそつてあうけし たあさかて おそさとすかせてそう.

′あみうしかせけか そおそいちかせそб たあさかて おそさとすかせてそう たちかおそつてあうしかせб くあみうけてかしま
せかそいにそおけすそ たそおたけつあてへ たちけさあく そ くあねけつしかせけけ ちかいёせさあ う のさそしと.

》ちけさあく そ くあねけつしかせけけ たそおたけつあせб ちかいёせそさ くあねけつしかせ う のさそしとг

′あみうしかせけか せか つそそてうかてつてうとかて てちかいそうあせけみす ちかえしあすかせてあ けдけしけ
てちかいそうあせけみす のさそしふ けдけしけ たかちうふか さしあつつふ たそしせそつてへま
とさそすたしかさてそうあせふ せあ おかせへ たそおあねけ くあみうしかせけみ.

′あみうけてかしへ せか たちかおそつてあうけし たあさかて おそさとすかせてそうб てちかいとかすふに おしみ
くあねけつしかせけみ う のさそしと; ′あみうけてかしへ くあいちあし くあみうしかせけか; ′あみうけてかしへ
せあたけつあし くあみうしかせけか そい そてねけつしかせけけ けく のさそしふ.

1 おかせへ

4 おせみ

2 おせみ

╇ つそそてうかてつてうけけ つ 
ちかえしあすかせてそす 

すあさつけすあしへせふこ 
つちそさ ちあいそてふ つ 

くあみうさそこ 7
ちあいそねけに おせかこг

1



╇ つしとねあか かつしけ たちけさちかたしёせせふか さ くあみうしかせけま おそさとすかせてふ せか たそおたけつあせふ 
とつけしかせせそこ ぬけなちそうそこ たそおたけつへまб けに せかそいにそおけすそ たちけせかつてけ う のさそしとг

》そつしか たそおあねけ くあみうしかせけみ う のさそしとб くあみうけてかしへ おそしきかせ たちかおそつてあうけてへ
う そいちあくそうあてかしへせとま そちえあせけくあぬけまб う てかねかせけか 4-に ちあいそねけに おせかこ
つしかおとまはけこ たあさかて おそさとすかせてそう:

╇あきせそ!

╉そさとすかせてб とおそつてそうかちみまはけこ しけねせそつてへ くあみうけてかしみ

』うけおかてかしへつてうそ そ ちそきおかせけけ ちかいёせさあ

』うけおかてかしへつてうそ そ ちかえけつてちあぬけけ ちかいёせさあ たそ すかつてと きけてかしへつてうあ

╉そさとすかせて たそおてうかちきおあまはけこ しへえそてと ちかいёせさあ

╉しみ くあさそせせふに たちかおつてあうけてかしかこ ちかいёせさあ せかそいにそおけすそ たちかおつてあうけてへ
くあうかちかせせとま う とつてあせそうしかせせそす たそちみおさか さそたけま おそさとすかせてあб
たそおてうかちきおあまはかえそ ちそおつてうそ くあみうけてかしみ Эけしけ くあさそせせそつてへ たちかおつてあうしかせけみ
たちあう ちかいかせさあ).

╇ つしとねあか せか たちかおそつてあうしかせけみ おそさとすかせてそう う とさあくあせせふこ つちそさб ╇あのあ くあみうさあ 
いとおかて あせせとしけちそうあせあг 

2



╉そたそしせけてかしへせあみ けせなそちすあぬけみ たそ たちそぬかおとちか け ちかえしあすかせてと そさあくあせけみ 
ほしかさてちそせせそこ とつしとえけ くあたけつけ う のさそしとг

╇あきせそ!

》そしとねあてかしみすけ すとせけぬけたあしへせそこ とつしとえけ すそえとて いふてへ なけくけねかつさけか しけぬあ – ちそおけてかしけ Эくあさそせせふか
たちかおつてあうけてかしけ) せかつそうかちのかせせそしかてせけに えちあきおあせб けせそつてちあせせふか えちあきおあせかб しけぬあ いかく えちあきおあせつてうあ.

》そおあてへ くあみうしかせけか せあ くあねけつしかせけか う のさそしと すそきせそ う ほしかさてちそせせそす うけおか.

[あきおそすと くあみうけてかしま いとおとて たちけにそおけてへ とうかおそすしかせけみ そい けつたそしせかせけけ とつしとえけ.

】つしとえあ そさあくふうあかてつみ いかつたしあてせそ.

╉しみ おかてかこб せか くあちかえけつてちけちそうあせせふに せあ くあさちかたしかせせそこ てかちちけてそちけけб たちけかす くあみうしかせけこ う たかちうふこ
さしあつつ せあねけせあかてつみ つ 1 けましみ てかさとはかえそ えそおあ おそ すそすかせてあ くあたそしせかせけみ つうそいそおせふに すかつてб せそ せか たそくおせかか 5
つかせてみいちみ てかさとはかえそ えそおあ.

╉あてあб うちかすみ せあねあしあ け そさそせねあせけみ たかちけそおあ たそおあねけ くあみうしかせけこ う のさそしと そつとはかつてうしみかてつみ う
つそそてうかてつてうけけ つ たちけさあくそす のさそしふ.

¨せなそちすあぬけま たそ うそたちそつあす ちかえけつてちあぬけけ け あうてそちけくあぬけけ せあ 『かえけそせあしへせそす たそちてあしか
えそつとおあちつてうかせせふに け すとせけぬけたあしへせふに とつしとえ Эなとせさぬけこ) すそきせそ たそしとねけてへ たそ てかしかなそせと
8-800-250-12-11).
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