
                    にほんご/にほんご￣/nihongo/Japanese language/японский язык 

                               きょうしつのことば/kyooshitsu no kotoba/classroom expressions 1 

 

がくせい                                せんせい                              

がくせ￣                                せんせ﹁い   

gakusee                                sensee 

student                                                         teacher/instructor   

школьник                                                    учитель 

 

じゅこうしゃ                               みなさん                                みんな 

じゅこ﹁うしゃ                    みな﹁さん      みんな﹁ 

 jukoosha                       minasan             minna 

 participant                                     everyone                                 everyone 

 учащийся                                       все                                           все/всё 

  

     ともだち                                                       となりのひと 

     ともだち￣             となりのひと﹁ 

     tomodachi            tonari no hito 

     friend                                                               the person next to one 

     друг                                                                  человек рядом 

 

がっこう                                                     きょうしつ     

がっこう￣               きょうしつ￣ 

gakkoo                 kyooshitsu 

school                                                            classroom 

школа                                                           класс/аудитория 

    

 じむしつ                                     クラス                                        じゅぎょう 

 じむ﹁しつ            ク﹁ラス        じゅ﹁ぎょう 

  jimushitsu           kurasu           jugyoo 

  office room                                 class                                              class/school lessons 

  офис                                             класс                                            урок/занятие 
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                                                                                                               にほんご 

  いす                                                                         つくえ            

  いす￣                        つくえ￣ 

  isu                         tsukue 

  chair                                                                         desk 

  стул                                                                          парта 

  

えんぴつ                                                                   ペン       

えんぴつ￣                      ペ﹁ン 

enpitsu                       pen 

pencil                                                                          pen 

карандаш                                                                  ручка  

 

けしごむ                                                                  ノート     

けしごむ￣                    ノ﹁―ト 

keshigomu                    nooto 

eraser                                                                         notebook 

ластик                                                                        тетрадь  

  

じしょ                                                                   けいたいでんわ       

じしょ                          けいたいで﹁んわ 

jisho                        keetai-denwa 

dictionary                                                               mobilе phone/cellular phone 

словарь                                                                  мобильный телефон 

 

きょうかしょ                             プリント                                    ページ           

きょうか﹁しょ           プリント￣           ページ￣/～ペ﹁ージ    

kyookasho               purinto                peeji 

textbook                                        handout                                      page 

учебник                                         распечатка                                страница 

 

コンピューター                                                    ホワイトボード 

コンピュ﹁ーター           ホワイトボ﹁ード 

кonpyuutaa              howaito-boodo 

сomputer                                                                   whiteboard 

компьютер                                                               доска (белая доска) 

1 



 

   にほんご 

   べんきょうのことば/benkyoo no kotoba/classroom expressions 2 

 

もんだい                                           こたえ                                                ばんごう 

もんだい￣                  こた﹁え             ばんご﹁う 

mondai                    kotae            bangoo 

question/problem                             answer                                               number 

вопрос/задача                                  ответ                                                  номер 

  

まる               ばつ                                                   れい 

まる￣            ば﹁つ            れ﹁い 

maru              batsu             ree 

circlе (true)                                         cross (false)                                       example 

круг (правда)                                     крест                                                  пример 

 

いいます                                                                       はなします 

いいま﹁す                      はなしま﹁す 

iimasu                      hanashimasu 

to say                                                                              to talk/to speak 

сказать                                                                           говорить/разговаривать 

 

かいわ（します）                                                    ききます 

かいわ￣                  ききま﹁す 

kaiwa (shimasu)                 kikimasu 

conversation                                                                 to listen 

(to converse/have a talk)                                           слушать 

диалог (разговаривать/общаться) 

 

みます                                                                          よみます 

みま﹁す                  よみま﹁す 

mimasu                   yomimasu 

to look                                                                            to read 

смотреть/видеть                                                         читать  
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にほんご 

かきます                                                                      かきます 

かきま﹁す                 かきま﹁す     

кakimasu                kakimasu 

тo write                                                                          to draw 

писать                                                                            рисовать 

  

べんきょう（します）                                     れんしゅう（します） 

べんきょう￣              れんしゅう￣ 

benkyoo (shimasu)                renshuu (shimasu) 

study (to study/learn)                                           practice/exersize (to practice/exercise) 

учеба (учиться/учить)                                         тренировка/упражнение(тренироваться/упражняться) 

  

よしゅう                          ふくしゅう 

よしゅう￣                ふくしゅう￣      

yoshuu                  fukushuu 

preparation (of one's lessons)                                    review 

подготовка к уроку                                                     повторение 

 

しゅくだい                                          しけん           テスト 

しゅくだい￣                 しけ﹁ん          テ﹁スト   

 shukudai                    shiken                                                  tesuto 

 homework                                             examination                                       test 

 домашнее задание                            экзамен                                              тест  

 

しつもん（します）                  せつめい（します）     そうだん（します） 

しつもん￣        せつめい￣         そうだん￣ 

shitsumon (shimasu)     setsumee (shimasu)                       soodan (shimasu) 

question (to ask a question)        explanation (to explain)                      consultation (to consult)/discussion (to discuss) 

вопрос (задавать вопрос)          объяснение (объяснять)             совет (советовать)/обсуждение (обсуждать) 

 

チェック（します）            コピー 

チェ﹁ック                コ﹁ピー 

chekku (shimasu)                                                              kopii (shimasu) 

check (to check)                                                                 copy (to copy) 

проверка (проверять)                                                     копия (копировать) 

1 



   にほんご 

   こまったときに/komatta toki ni/classroom expressions 3 

 

～を おしえて ください                                        ～って どういう いみですか 

～を おしえて くださ﹁い         ～って ど﹁ういう いみですか 

~o oshiete kudasai               ~tte doo yuu imi desu ka 

Please tell me ~/Let me know ~                                      What does “ ~ “ mean?                             

Пожалуйста, объясните мне …                                      Что означает «……»? 

 

～を わすれました               ～を みせて ください            ～を かして ください 

～を わすれま﹁した    ～を み﹁せて ください    ～を かして くださ﹁い 

~ o wasuremashita       ~ o misete kudasai      ~ o kashite kudasai 

I forgot ~                                      Please show me ~/ Let me see ~    May I borrow ~ ? 

Я забыл/а …                                Покажите мне, пожалуйста …      Можно у вас одолжить … /                          

 / Могу я посмотреть … Можно взять у вас…   

  

まだです おくれます やすみます 

ま﹁だです おくれま﹁す やすみま﹁す 

mada desu okuremasu yasumimasu 

not yet be late/be delayed                          be absent/take a day off/take a rest 

нет еще/все еще опаздывать/задерживаться       отсутствовать/отдыхать/пропускать  

 

もういちど いって ください                         もうすこし ゆっくり  いって ください                               

もういちど￣ いって くださ﹁い       もうすこ﹁し ゆっく﹁り いって くださ﹁い 

moo ichido itte kudasai           moo sukoshi yukkuri itte kudasai 

Please say that again                                                   Speak a little more slowly 

Пожалуйста, скажите еще раз                                Говорите, пожалуйста, немного медленнее 

      

わかりました                                                               わかりません  

わかりま﹁した              わかりま﹁せん  

wakarimashita               wakarimasen 

I see/understand                                                            I can’t understand 

понял/а                                                                           не понял/а  
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1 
わたしのことばリスト 



 

                        わたし/わたし￣/watashi / I / Я 

じこしょうかい/じこしょ﹁うかい/jiko-shookai/self-introduction/представлять себя 

 

じこしょうかい（します）                            ～と よんで ください                              

じこしょ﹁うかい                                  ～と よんで くださ﹁い   

Jiko-shookai                                            ~ to yonde kudasai 

self-introduction (to introduce oneself)                     Please call me “ ~ “   

представление себя (представляться)                    Пожалуйста, зовите меня … 

 

あいさつ                                           なまえ                                      めいし 

あ﹁いさつ                               なまえ￣              めいし￣ 

aisatsu                              namae                    meishi 

greetings                                            name                                          business card 

приветствие                                     имя                                             визитная карточка 

  

 ひと/ひと￣/ひと﹁/hito/person (man)/человек     

わたし                                              わたしたち                                      あなた 

わたし￣           わたし﹁たち          あな﹁た 

 watashi          watashitachi             anata 

 I                                                          we                                                       you 

 Я                                                        мы                                                       ты/вы 

 

かれ                                                  かのじょ                                           じぶん 

か﹁れ                            か﹁のじょ            じぶん￣ 

kare                          kanojo               jibun 

he                                                      she                                                       oneself 

он                                                      она                                                       сам/себя 

     

 ともだち                                      

 ともだち￣             

  тomodachi 

  friend 

  друг       
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わたし 

  あかちゃん                                                                     こども            

  あ﹁かちゃん                    こども￣ 

  akachan                         kodomo 

  baby                                                                                   child 

  младенец                                                                         ребенок/дети 

  

わかもの                                                                            おとな       

わかもの￣                              おとな￣ 

wakamono                         otona 

youth                                                                                   adult 

молодежь                                                                          взрослый  

 

おとしより 

おとしより￣                     

otoshiyori                     

elderly person                                                                          

пожилой человек                                                                         

  

おとこ                                                                                 おんな       

おとこ﹁                                    おんな﹁ 

otoko                                    onna 

man/male                                                                            woman/female 

мужчина/мужской                                                           женщина/женский 

 

おとこのこ                                                                        おんなのこ                                     

おとこ﹁のこ                                                      おんな﹁のこ               

otoko-no-ko                                                   onna-no-ko                 

boy                                                                                        girl                                       

мальчик                                                                               девочка                                 

 

おとこのひと                                                         おんなのひと 

おとこのひと﹁               おんなのひと﹁ 

otoko-no-hito                 onna-no-hito 

man/male                                                                     woman 

мужчина                                                                   женщина 
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   わたし 

   しごと/しごと￣/shigoto/job/работа 

 

いしゃ                                                                                       エンジニア 

いしゃ￣                               エンジ﹁ニア 

isha                               enjinia 

medical doctor                                                                         engineer 

доктор                                                                                       инженер 

  

かいしゃいん                                    かいごし 

かいしゃ﹁いん                      かいご﹁し 

kaishain                           kaigoshi 

company employee                                                                care worker 

служащий фирмы                                                                  сестра-сиделка 

 

がくせい                                                                                 かんごし 

がくせい￣                                かんご﹁し 

gakusee                             kangoshi 

student                                                                                     nurse 

студент                                                                                    медсестра 

 

きょうし                                                                                 こうむいん 

きょ﹁うし                     こうむ﹁いん 

kyooshi                           koomuin 

teacher/instructor                                                                  civil servant 

преподаватель                                                                      служащий гос. и общ. учреждений 

 

じえいぎょう                                                                          しゅふ 

じえ﹁いぎょう                  しゅ﹁ふ 

jieegyoo                               shufu 

independent business                                                              housewife/homemaker 

именное предприятие                                                           домохозяйка  
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わたし 

のうか                                                                                         アルバイト（バイト） 

の﹁うか                                     アルバ﹁イト（バイト￣）     

nooka                                     arubaito (baito) 

farmer                                                                                          part-timer 

фермер                                                                                        подработка (побочная работа) 

  

パートタイム（パート）                                               かいしゃ 

パートタ￣イム（パート￣）          かいしゃ￣ 

paatotaimu (paato)                         kaisha 

part-timer                                                                             company/firm 

неполный рабочий день                                                 компания / фирма 

  

がっこう                                                  びょういん 

がっこう￣                            びょういん￣      

gakkoo                              byooin 

school                                                                                          hospital 

школа                                                                                         больница 

 

～で はたらいて います                                          ねんきんで せいかつして います 

～で はたらいて いま﹁す                 ねんきんで せいかつして いま﹁す   

 ~ de hataraite imasu                              nenkin de seekatsu-shite imasu 

 to work at/to work in/to work for ~                               to live on a pension 

 работать на … / работать в …                                        жить на пенсии  
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   わたし 

   かぞく/か﹁ぞく/kazoku/family/семья 

  

～に にて いますね 

～に にて いま﹁すね 

~ ni nite imasu ne 

to look like 

быть похожим на … 
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ちち 

ちち﹁/ち﹁ち 

chichi 

(my) father 

(мой) папа 

おとうさん 

おと﹁うさん 

оtoosan 

(someone else's) father 

отец (чей-то) 

はは 

は﹁は 

haha 

(my) mother 

(моя) мама 

おかあさん 

おか﹁あさん 

okaasan 

(someone else’s) mother 

мать (чья-то) 

あに 

あ﹁に 
аni 
(my) elder brother 
(мой) старший брат 

おにいさん 

おに﹁いさん 
oniisan 
(someone else’s) elder brother 
старший брат (чей-то) 

あね 

あね￣ 
ane 
(my) elder sister 
(моя) старшая сестра 

おねえさん 

おね﹁えさん 
оneesan 
(someone else’s) elder sister 
старшая сестра (чья-то) 

おとうと 

おとうと﹁ 
оtooto 
(my) younger brother 
(мой) младший брат 

おとうとさん 

おとうとさん￣ 
оtootosan 
(someone else’s) younger brother 
младший брат (чей-то) 

いもうと 

いもうと﹁ 
imooto 
(my) younger sister 
(моя) младшая сестра 

いもうとさん 

いもうとさん￣ 
imootosan 
(someone else’s) younger sister 
младшая сестра (чья-то) 

わたし 

わたし￣ 

watashi 

I 

Я 

りょうしん 

りょ﹁うしん 

ryooshin 

parents 

родители 

きょうだい/きょ﹁うだい/kyoodai/brothers and sisters/братья и сестры 



                                わたし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まご                                                  むすこ                                            むすめ 

まご﹁            むすこ￣          むすめ﹁ 

mago           musuko           musume 

grandchild                                        (my) son                                         (my) daughter 

внук/чка                                          (мой) сын                                      (моя) дочь 

 

ペット/ペ﹁ット/petto/pet/домашний питомец     ～を かって います 

いぬ                                               ねこ                                ～を か﹁って います 

いぬ﹁                                           ね﹁こ                            ~ o katte imasu 

inu                                                  neko                                to have/to keep (an animal) 

dog                                                 cat                                    содержать/иметь (домашнего питомца) 

собака                                           кошка    

とり           うさぎ                                                  きんぎょ 

とり￣            うさぎ￣             き﹁んぎょ 

tori           usagi               kingyo 

bird                                                rabbit                                                    goldfish 

птица                                            кролик                                                  золотая рыбка 

2 
そふ 

そ﹁ふ 
sofu 
(my) grandfather 
(мой) дедушка 

おじいさん 

おじ﹁いさん 
ojiisan 
grandfather 
дедушка 

おっと 

おっと￣ 

otto 

(my) husband 

(мой) муж 

ごしゅじん 

ごしゅ﹁じん 

goshujin 

(someone else's) husband 

муж (чей-то) 

そぼ 

そ﹁ぼ 
sobo 
(my) grandmother 
(моя) бабушка 

おばあさん 

おば﹁あさん 
obaasan 
grandmother 
бабушка 

つま 

つ﹁ま 

tsuma 

(my) wife 

(моя) жена 

おくさん 

お﹁くさん 

okusan 

(someone else’s) wife 

жена (чья-то) 

 

こども 

こども￣ 

kodomo 

child 

ребенок 

おこさん 

おこさん￣ 

okosan 

(someone else’s) 

child 

ребенок (чей-то) 



   わたし 

   くに/くに￣/kuni/country/страна 

  

 
 

アジア               アフリカ                     アメリカ 

ア﹁ジア                                          アフリカ￣                                           アメリカ￣ 
Ajia                                                     Afurika                                                    Amerika 
Asia                                                    Africa                                                        America/USA 
Азия                           Африка                                                    Америка 
 

ヨーロッパ              イギリス                  イタリア 

ヨーロ﹁ッパ             イギリス￣                        イタリア￣ 
Yooroppa                                           Igirisu                                                     Itaria 
Europe                                                U.K.                                                         Italy 
Европа                                                Великобритания                                Италия 
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4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 
9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

3 

 

21 

22 

23 

24 

1 

 

2 

 



                                わたし 

  インド                                             インドネシア                                      エジプト 

  イ﹁ンド          インドネ﹁シア          エジプト￣ 

  Indo             Indoneshia          Ejiputo 

  India                                                  Indonesia                                                Egypt 

  Индия                                               Индонезия                                            Египет 

     オーストラリア                            カナダ                                                   かんこく 

     オーストラ﹁リア      カ﹁ナダ             か﹁んこく 

     Oosutoraria          Kanada             Kankoku 

     Australia                                           Canada                                                    South Korea 

     Австралия                                        Канада                                                   Южная Корея 

      スペイン                                         スリランカ                                         タイ 

      スペ﹁イン         スリラ﹁ンカ          タ﹁イ 

      Supein            Suriranka            Tai 

      Spain                                                 Sri Lanka                                                Thailand 

      Испания                                           Шри Ланка                                           Тайланд 

      ちゅうごく                                     ドイツ                                                  にほん/にっぽん 

      ちゅ﹁うごく        ド﹁イツ            にほ﹁ん/にっぽ﹁ん            

       Chuugoku          Doitsu            Nihon/Nippon 

       China                                                  Germany                                             Japan 

       Китай                                                 Германия                                           Япония 

  ニュージーランド                            ハンガリー                                         フィリピン 

  ニュージーラ﹁ンド       ハ﹁ンガリー         フィ﹁リピン 

  Nyuujiirando         Hangarii              Firipin 

  New Zealand                                         Hungary                                                Philippines 

  Новая Зеландия                                  Венгрия                                                Филиппины 

         ブラジル                                              フランス                                             ベトナム 

         ブラジル￣           フランス￣         ベトナム￣ 

         Burajiru            Furansu                Betonamu 

         Brazil                                                       France                                                  Vietnam 

         Бразилия                                               Франция                                             Вьетнам 

         マレーシア                                          メキシコ                                            ロシア 

         マレ﹁ーシア          メキシコ￣             ロ﹁シア 

         Mareeshia           Mekishiko               Roshia 

         Malaysia                                                 Mexico                                                 Russia 

         Малайзия                                              Мексика                                              Россия 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 
18 

 

19 20 21 

22 23 24 



   わたし 

がいこく                                             がいこくじん 

がいこく￣    がいこく﹁じん  
gaikoku              gaikokujin 
foreign country                                   foreigner 
зарубежная страна                           иностранец 

にほんじん                                                                                             りゅうがくせい 

にほんじ﹁ん        ～じん                りゅうが﹁くせい 
nihonjin            ~ jin             ryuugakusee 
Japanese people                                (nationality)                                student studying abroad 
японцы             (национальность)                      студент, обучающийся зарубежом 

   

 

ことば/ことば﹁/language/word/язык 

にほんご                                             えいご                                            かんこくご 

にほんご￣         えいご￣          かんこくご￣ 

nihongo                           Eego           Kankokugo 

Japanese language                             English language                            Korean language 

Японский язык                                   Английский язык                          Корейский язык 

ちゅうごくご                                   ドイツご                                         スペインご 

ちゅうごくご￣       ドイツご￣         スペインご￣ 

chuugokugo                                  Doitsugo           Supeingo 

Chinese language                               German language                           Spaingo 

китайский язык                                  Немецкий язык                             Испанский язык 

フランスご                                        アラビアご                                      ～ご 

フランスご￣        アラビアご￣             ～ご￣ 

furansugo          Arabiago            ~ go 

French language                                 Arabic language                               ~ language 

Французский язык                            Арабский язык                                … язык 

がいこくご                                                                                    ～が できます 

がいこくご￣                  ～が できま﹁す 

gaikokugo                    ~ ga dekimasu 

Foreign language                                                                            I can speak (language) 

иностранный язык                                                                        Я могу говорить по …  
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                                わたし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
わたしのことばリスト 



                    たべもの/たべも﹁の/たべ﹁もの/tabemono/food/ еда 

                               たべもの/たべも﹁の /たべ﹁もの/ tabemono/food/еда 

 

たべもの                                                ごはん/ライス                              

たべ﹁もの/    ご﹁はん/ラ﹁イス 

たべも﹁の                                            gohan   

tabemono                                           cooked rice                                                                

food                      вареный рис 

 еда                                                                           

 

パン                                                                              シリアル 

パ﹁ン      みんな﹁      シ﹁リアル 

 pan                                                               shiriaru              

 bread                                                                             cereals 

 хлеб                                                                               хлопья                 

  

  ジャム                                                                         バター 

  ジャ﹁ム                              バ﹁ター 

  jamu                                      bataa  

  jam                                                                               butter 

  джем                                                                           масло      

 

さかな                                                                           えび    

さかな￣                                    えび￣              

sakana                                    ebi 

fish                                                                                   shrimp 

рыба                                                                                креветки        

    

 かに                                                                                にく                                         

 かに￣                                                       にく﹁         

 kani                                                            niku          

 crab                                                                                 meat                                              

 краб                                                                                мясо                                                     
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                                                           たべもの 

ぎゅうにく/ビーフ                                                     とりにく/チキン          

 ぎゅうにく￣/                                とりにく￣/  

ビ﹁ーフ                                                            チ﹁キン           

 gyuuniku                      toriniku/chikin 

 beef                                                                                   chicken 

 говядина                                                                          курятина                 

 ぶたにく/ポーク                                                         たまご                        

ぶたにく￣/                          たま﹁ご/ 

ポ﹁ーク                            たまご￣ 

butaniku /pooku                                                           tamago                    

pork                                                                                  egg  

свинина                                                                           яйцо   

チーズ                                                                            ヨーグルト    

チーズ￣                              ヨーグ﹁ルト  

chiizu                                             yooguruto 

cheese                                                                              yogurt 

сыр                                                                                   йогурт       

 

やさい                                                                             キャベツ      

やさい￣                                キャ﹁ベツ 

yasai                                         kyabetsu  

vegetables                                                                        cabbage 

 овощи                                                                               капуста    

 

きゅうり                                                                           じゃがいも           

きゅ﹁うり                                    じゃがいも￣    

kyuuri                                         jagaimo 

cucumber                                                                            potato 

огурец                                                                                картофель                

 

たまねぎ                                                                           トマト 

たまね﹁ぎ                             ト﹁マト 

tamanegi                                   tomato  

onion                                                                                   tomato 

лук (репчатый)                                                                 томат  
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                                                                                                                           たべもの         

にんじん                                                                         レタス    

にんじん￣            レ﹁タス 
ninjin                   retasu    
carrot                                                                                lettuce 

морковь                  салат 

くだもの                                                                           いちご 

くだ﹁もの                          いちご￣ 

kudamono                            ichigo  

fruit                                                                                     strawberry 

фрукты                                                                               клубника 

  

すいか                                           バナナ 

すいか￣                               バ﹁ナナ  

suika                          banana 

watermelon                                                                        banana 

арбуз                                                                                   банан   

 

ぶどう                                                                                みかん 

ぶどう￣                            み﹁かん 

budoo                           mikan  

grape                                                                                    orange 

виноград                                                                            мандарин 

 

りんご                                                           レモン 

りんご￣                    レ﹁モン  

ringo                                           remon 

apple                                                                                   lemon                                            

яблоко                       лимон 

 

おかし                                                                               アイスクリーム 

おか﹁し                    アイスクリ﹁ーム 

okashi                          aisu- kuriimu  

sweets| confectionery                                                     ice- cream 

 сладости                                                                          мороженое  

 

3 



たべもの 

あめ                                                                          クッキー 

あめ￣                   ク﹁ッキー    

ame                         kukkii  

(hard) candy                                                                 cookie 

леденец                                                                        печенье   

  

ケーキ                                             チョコレート 

ケ﹁ーキ                 チョコレ﹁ート  

keeki                                    chokoreeto 

cake                                                                        chocolate                                         

торт/пирожное                                                          шоколад  

さとう                                                しお                                                       しょうゆ 

さと﹁う             しお﹁                                 しょうゆ￣  

satoo            shio                                                       syooyu 

sugar                                                      salt                                                        soy sauce 

сахар                                                     соль соевый соус 

こめ                                                                              とうふ            

こめ﹁                                                     とうふ﹁            

 kome                                                 toofu                                                  

 rice                                                                                bean curd\ tofu                                        

 рис                                                                                тофу (соевый творог)  

なっとう                                                                      のり      

なっと﹁う                                          のり﹁          

nattoo                                                                  nori                       

natto                                                                               seasweed       

(fermented soybeans)                                                 нори (водоросли)                            

натто (сброженные соевые бобы) 

 

わさび            

わ﹁さび                

wasabi                                                              

wasabi 

 (Japanese horseradish)                                                                 

 васаби (японский хрен)                                                
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                                                                                                                たべもの 

のみもの/ のみ﹁もの/ nomimono/drink /напитки  
 

おちゃ/ちゃ                                                 こうちゃ                                                

おちゃ￣                   こうちゃ￣     

ocha                                      koocha 

tea\ Japanese tea                                                            English tea                                                                 

чай/японский чай                                   (черный) чай 

コーヒー                                     ぎゅうにゅう/ミルク 

コーヒ﹁ー                    ぎゅうにゅう￣/ミ﹁ルク        

koohi                                                  gyuunyuu\miruku  

coffee                                                                                   milk 

кофе                                                                                     молоко 

 

  

アイス  ホット   ジュース 

ア﹁イス      ホ﹁ット       ジュ﹁ース 

aisu       hotto        jyuusu 

Iced (coffee or tea)       hot(coffee or tea)                              juice 

лед/со льдом                                    горячий (кофе/чай)        сок 

(кофе со…/чай со…)  

 

コーラ                                      オレンジジュース                               

コ﹁ーラ                    オレンジジュ﹁ース 

koora                                              orenji-jyuusu   

cola                                                                                   orange-juice 

 кола                                                                          апельсиновый сок 

      

みず                                                                                 おゆ/ゆ  

みず￣                                 おゆ ￣ 

mizu                                 oyu 

water                                                                                hot water 

вода                                                                                  кипяток     
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                                                                                                                                 たべもの 

  

おさけ/さけ                       ビール                 ワイン                                    

おさけ￣         ビ﹁ール             ワ﹁イン  
osake                    biiru               wain       

alcohol                                   beer                                                         wine  

саке/алкогольный            пиво                                                        вино 

 напиток 

ウィスキー                                    にほんしゅ 

ウィ﹁スキー                      にほんしゅ￣         

uisukii                                               nihonshu  

whisky                                                                                 Japanese sake 

виски                                                                                   японский  

                                                                                             традиционный алкогольный напиток 

 

しょっき/  しょっき￣ /   shokki / tableware/посуда 

 

    

グラス                                      コップ              

グ﹁ラス/グラス￣                コップ￣ 

gurasu                                            koppu                

glass                                                                                  glass\cup 

стакан, рюмка                                    стакан, кружка 

 

    フォーク          ナイフ           スプーン 

    フォ﹁ーク                   ナ﹁イフ          スプ﹁ーン                                                                

     fooku            naifu                          supuun  

     fork                                       knife                                            spoon 

 вилка        нож              ложка  

  

はし                                

  は﹁し    

 hashi 

 chopsticks  

 палочки                                                                        

                             

3 
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                                                                                                                 たべもの         

さら                                                                               ちゃわん    

さら￣                  ちゃわん￣  
sara                       chawan   
dish\ plate                                                                         rice bowl\ tea cup 

тарелка                                                                             чашка для риса/чайная чашка 

 

りょうり/  りょ﹁うり/ ryoori   dish/ cooking / блюдо                                                                     

                                                                                     

カレー    サンドイッチ  

カレー￣                    サンドイ﹁ッチ  

 karee                                                                                sandoicchi        

curry                          sandwich 

карри                        сэндвич 

サラダ                                                                              スープ 

サ﹁ラダ                          ス﹁ープ 

sarada                        suupu  

salad                                                                                  soup 

 салат                                                                                 суп      

 

ステーキ                                                         パスタ 

ステ﹁ーキ                   パ﹁スタ  

suteeki                                     supagethi (pasuta) 

steak                                                                                  spageghetti (pasta)                                           

бифштекс                                     спагетти/паста 

チーズバーガー                                                             ハンバーガー 

チーズバ﹁ーガー             ハンバ﹁ーガー  

chiizu- baagaa               hanbaagaa  

cheese burger                                                                   hamburger 

чизбургер                                                                          гамбургер    

ピザ フライドポテト  

ピ﹁ザ フライドポ﹁テト 

piza          furaido- poteto  

pizza                   French fries\  

пицца                    frued potatoes  

                                       картофель фри/жареный картофель 
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                                                                         たべもの                                                 

ホットドック                                                      にほんりょうり        ～りょうり 

ホットド﹁ック                にほんりょ﹁うり   ～りょ﹁うり                     

hottodoggu                                                      nihon-ryoori                     ryoori 

hot dog                       Japanese food              ～food\cuisine 

хот дог                                                                          Японское блюдо         … кухня/… блюдо 

おにぎり                                                                                

（おむすび）                    うどん 

おに﹁ぎり(おむ﹁すび)           うどん￣ 

onigiri (omusubi)                                                          udon                

rice ball                                                                           udon noodles  

онигири (рисовые колобки)                                     удон (вид лапши из пшеничной муки)       

さしみ                                                                            おすし/ すし 

さしみ﹁                              おす﹁し/ す﹁し/  

sashimi                                          すし﹁  

raw fish dish                                                                    osushi\ sushi 

сашими    (нарезанная                sushi 

 ломтиками сырая рыба)                                            суши                                                                     

そば                                                                                てんぷら      

そ﹁ば                                   てんぷら￣ 

soba                                        tenpura   

soba noodles                                                                  tempura 

соба   (лапша из гречишной муки)                           тэмпура (блюдо, приготовленное  

                                                                                          в кляре и обжаренное во фритюре) 

べんとう                                                                          みそしる          

べんと﹁う                                    みそし﹁る    

bentoo                                      misoshiro  

packed lunch\ lunch box                                                 miso soup 

бенто (однопорционная упакованная еда)             суп-мисо                                                                                    

 

 やきそば                                                                         ラーメン 

やきそば￣                             ラ﹁ーメン  

yakisoba                                   raamen  

fried noodles                                                                     ramen noodles 

якисоба  (лапша, обжаренная                                     рамэн (пшеничная лапша)    

и приправленная соусом)   
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                                                                                            たべもの                                                                                                        

                                                                                                

 みせ/ みせ﹁/ mise   shop/магазин   

  

きっさてん                                  コーヒーショップ                ファストフードてん                         

きっさ﹁てん/               コーヒーショ﹁ップ    ファストフード﹁てん  

きっさてん￣                              koohii- shoppu        faasuto- fuudo- ten 

Kissaten                                          coffee shop                              fast- food shop       

coffee shop/ кофейня магазин еды быстрого               

кафе                                                     приготовления 

                                                                                 

レストラン                                    ～や（さん）                      メニュー                               

レ﹁ストラン       ～や﹁（さん）             メ﹁ニュー  

resutora          ～ya    (san) menyuu 

restaurant         ～shop menu 

ресторан магазин … меню 

  

しょくじ/ しょくじ￣/ shokuji/meal /еда, обед 

                                                                                      

 

 あさごはん                               ひるごはん  ばんごはん 

あさご﹁はん                            ひるご﹁はん  ばんご﹁はん 

asagohan                                         hiru- gohan                                 ban-gohan                      

breakfast                                          lunch                                            evening meal 

завтрак                                            обед                                              ужин  

~ を たべます          ~ を のみます 

~ を たべま﹁す                                     ~ を のみま﹁す 

~  o tabemasu                                                                ~ o nomimasu 

    to eat  to drink 

 есть …  пить … 

すき（な）  きらい（な） 

すき﹁  きらい￣ 

suki                                   kirai 

like                                   don’t like\ hate 

любимый  нелюбимый, ненравящийся 
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                                                                              たべもの                                                                                          

けいようし 1  keyooshi  adjective прилагательные 

  

おいしい                                       たかい                                      はやい                       

おいし﹁い/                   たか﹁い                           はや﹁い  

おいしい￣                                   takai        hayai 

oishii                                               expesive                                    quick       

delicious\tasty                               дорогой                                   быстрый  

вкусный                                                                                 

 まずい                                           やすい                        おそい                              

まず﹁い         やす﹁い                おそい￣  

mazui                                               yasui                                         osoi 

unappetizing                                   inexpensive\cheap                slow 

невкусный                                      дешевый                                 медленный                                                                                    

 あまい                                                                     からい  

あまい￣                                                                  から﹁い  

amai                                                                              karai                                                       

sweet                                                                             hot\ spicy\ salty                                            

сладкий                                                                        острый   

しょっぱい                                 すっぱい  

しょっぱ﹁い                                 すっぱ﹁い 

syoppa  suppai 

salty  sour 

соленый кислый 

あたたかい          あつい              つめたい  

あたたか﹁い         あつ﹁い                つめたい￣ 

atatakai         atsui          tsumetai 

warm         hot                      cold 

теплый                           горячий                                    холодный 

   

 

 

 

 

 

              

わたしのことばリスト 
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                いえ/いえ￣/ie/house/дом     

                                

いえ/いえ﹁/ie/house/дом 

 

いえ                                                    アパート                              

いえ﹁                                                            アパ﹁ート   

ie                                                               apaato 

house                                                                                flat/apartment   

дом                                                                                   2-х этажный жилой дом 

 

いっこだて                                                                    マンション  

いっこだて￣                                        マ﹁ンション 

ikkodate                                     manshon 

detached house/single house                                      apartment house                                                         

отдельный дом                              многоэтажный жилой дом   

 

へや/へや﹁/heya/room/комната 

 

 おふろ げんかん 

 

 

 

 

 だいどころ トイレ 

 

 

 

 

 いま 

        まど 

 

 

 

 

 にわ 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

6 
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                                                                                                                     いえ 

 げんかん                                              トイレ         おふろ 

 げ﹁んかん           ト﹁イレ        おふ﹁ろ 

 genkan              toire                                        ofuro 

 entrance                                                 toilet                                       bathroom/bath 

 вход/передняя                   туалет                                     ванная комната 

 

    だいどころ                                         いま            リビング 

     だいどころ￣         いま﹁        リ﹁ビング 

     daidokoro              ima           ribingu 

     kitchen                                                   living room                             living room 

     кухня                                                      гостиная                                 гостиная 

    ベッドルーム                                       にわ         まど         

    ベッドル﹁ーム              にわ￣         ま﹁ど 
 beddo-ruumu             niwa                                mado 

 bedroom                                                 garden                                    window 

 спальная комната                                сад                                          окно 

     かいだん                                               かべ                 ドア 

     かいだん￣            かべ￣           ド﹁ア 

     kaidan               kabe                                          doa 

     staircase                                                 wall                                           door 

     лестница                                               стена                                        дверь 

   

   ベランダ                                                                        ろうか 

   ベランダ￣                           ろうか￣ 

   beranda                              rooka 

   balcony                                                                            corridor 

   балкон                                                                         корридор  

 

かぐ/か﹁ぐ/kagu/furniture/мебель 

 

いす                                                                                    ソファ     

いす￣                                      ソ﹁ファ 

isu                                           sofa 

chair                                                                              sofa 

стул                                                                                  диван  

4 
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          いえ 
 

 

つくえ                                                                          テーブル       

つくえ￣                            テーブル￣ 

tsukue                               teeburu 

desk                                                                                   table 

стол (письменный)                                                       стол (обеденный) 

 

たな                                                              ほんだな           

たな￣                           ほ﹁んだな    

tana                         hon-dana 

shelf                                                        bookshelf 

полка                                                                                 книжная полка 
 

ベッド                                                            カーテン 

ベ﹁ッド                  カ﹁ーテン 

beddo                                      kaaten 

bed                                                                                    curtain 

кровать                                                                            занавеска 

  

 

でんきせいひん/でんきせ﹁いひん/denki-seehin/electrical appliance/электроприборы 

アイロン                                                     せんたくき           

アイロン￣                          せんたく﹁き 

airon                                         sentakuki/sentakki 

clothes iron                                                                          washing machine 

утюг                                                                                       стиральная машина  

 

そうじき                                     でんしレンジ 

そうじ﹁き                                でんしレ﹁ンジ 

soojiki                                   denshi-renji 

vacuum cleaner                                                                   microwave oven 

пылесос                                                                               микроволновая печь 
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                いえ 

 

れいぞうこ                                                                               エアコン 

れいぞ﹁うこ                              エアコン￣ 

reezooko                              eakon 

refrigerator                                                                                 air conditioner 

холодильник                                                                             кондиционер 

 

せんぷうき                                                              だんぼう 

せんぷ﹁うき                       だんぼう￣ 

senpuuki                                                                                     danboo 

electric fan                                                                                  heater 

вентилятор                                                                                отопление 

 

でんき                                                             テレビ 

で﹁んき                   テ﹁レビ 

denki                                 terebi 

light/electricity                                                                    television 

свет/электричество                                                          телевизор  

 

でんわ                                                                                 ラジオ  

でんわ￣                                 ラ﹁ジオ     

denwa                            rajio 

telephone                                                                                    radio 

телефон                                                                                      радио 

  

 

もの/もの﹁/mono/goods/things/предметы 

 

え                                                                             しゃしん 

え﹁                                しゃしん￣ 

e                                                 shashin  

picture                                                                                photograph  

картина                                                                                фотография  
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          いえ 
 

カレンダー                                    とけい 

カレ﹁ンダー                     とけい￣      

karendaa                               tokee 

calendar                                                                                 clock 

календарь                                                                            часы 

 

カップ                                                          にんぎょう 

カ﹁ップ                              にんぎょう￣   

 kappu                                                        ningyoo 

 cup                                                                                        doll 

чашка                                                                                    кукла  

 

ほん                                                                                       はこ 

ほ﹁ん                     はこ￣ 

hon                    hako 

book                                                                                       box 

книга                                                                                      коробка 

 

いえのちかく/ie no chikaku/neighborhood/около дома 

ちかく                                                   こうえん 

ちか﹁く/ち﹁かく                              こうえん￣ 

chikaku                                     kooen  

nearby                                                                                       park               

поблизости                                                                              парк 

 

デパート                                                                                レストラン 

デ﹁パート                                                                 レ﹁ストラン 

depaato                                                 resutoran 

department store                                                                   restaurant 

универсальный                                                                     ресторан                        

  

                                                                                         

4 



                                                                                                                                     いえ 

 

にほんのいえ/nihon no ie/Japanese house/японский дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

  

 

おしいれ             ふすま                                        とこのま                      

おしいれ￣             ふすま￣           とこのま￣ 

oshi’ire           fusuma             tokonoma 

sliding-door closet                          sliding door                                       alcove 

ошиире                                            фусума                                              токонома/альков 

      

                                                           しょうじ                                         たたみ  

                  しょうじ￣         たたみ￣ 

                      shooji             tatami 

                                                            sliding screen                                  tatami        

                                                            щёджи                                             татами мат     

 

わしつ                                      ようしつ                                         

わしつ￣         ようしつ￣           

washitsu               yooshitsu           

Japanese-style room                     Western-style room                         

комната в японском стиле       комната в западном стиле                                     

4 
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   いえ 

スリッパ                                                                                   ふとん 

ス﹁リッパ/スリ﹁ッパ            ふとん￣ 

surippa                      futon 

slippers                                                                                       bedding 

тапочки                                                                                      футон 

 

ざぶとん                                                                                    

ざぶ﹁とん                   

zabuton                    

cushion                                                                                 

подушка (для сидения на полу)                                                                              

けいようし 2           keeyooshi          adjective           прилагательные 

あかるい                                            あたらしい                                      おおきい 

あかるい￣            あたらし﹁い          おおき﹁い 

akarui            atarashii          ookii 

bright                                                   new                                                     big 

светлый                                              новый                                                 большой 
 

くらい                                                 ふるい          ちいさい 

くらい￣          ふ﹁るい          ちいさ﹁い 

kurai                   furui                chiisai 

dark                                                       old                                                     small 

темный                                                старый                                              маленький 
 

きれい（な）                                    ひろい          いい 

き﹁れい              ひろ﹁い          い﹁い 

kiree                hiroi                                                  ii 

tidy (clean)                                           wide/spacious                                 nice/good 

чистый/опрятный                              широкий                                         хороший 

きたない                                             せまい             きれい（な） 

きたな﹁い         せま﹁い          き﹁れい（な） 

kitanai                semai                 kiree 

untidy/dirty                                         narrow                                               beautiful 

грязный                                               узкий                                                 красивый          

4 



                              いえ          

                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしのことばリスト 
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                            せいかつ/せいかつ￣/seekatsu/life/жизнь 

                           いちにちのかつどう/ichinichi no katsudoo/daily routine/повседневная жизнь 

 

おきます                                                ねます                              

おきま﹁す    ねま﹁す 

 okimasu                                         nemasu  

to get up                                           to go to bed                                                                

вставать/просыпаться                                             ложиться спать                               

                                       

シャワーを あびます          おふろに はいります      

シャ﹁ワーを あびま﹁す                                       おふ﹁ろに はいりま﹁す                               

shawaa o abimasu                         ofuro ni hairimasu   

 to take a shower                                         to take bath                                 

 принимать душ                                                           принимать ванную                

                                                                       

  

  かおを あらいます                                               はを みがきます 

  かおを あらいま﹁す            は﹁を みがきま﹁す 

kao o araimasu                                                           ha o migakimasu  

to wash one’s face                to brush\ clean one’s teeth     

  мыть лицо                                                                  чистить зубы            

                                                                                 

おけしょう（を）します                                       ひげを そります    

おけしょう（を）しま﹁す              ひげを そりま﹁す            

okeshoo (o) shimasu                                 hige o sorimasu 

to make up one’s face                                                 to shave 

краситься/ наносить макияж                                   бриться                                     

  

  

ふくを きます                                                          ふくを ぬぎます                                        

 ふく﹁を きま﹁す                             ふく﹁を ぬぎま﹁す         

  fuku o kimasu                                          fuku o nugimasu          

  to put on clothes                                                          to take off one’s clothes                                               

 надевать одежду                                                         снимать одежду                                                                           

5 



                                 

                                                                                                                       せいかつ                                                                   

~ に いきます                                                       うちに かえります          

~ に いきま﹁す                                                うちに かえりま﹁す 

~  ni ikimasu                                                                uchini kaerimasu           

  to go to                      to go home  

      идти, ехать                                                               возвращаться домой                  

                                                                                              

 かいしゃ                                                                    がっこう                       

かいしゃ￣                          がっこう￣  

kaisha                  gakkoo 

office\ company\ firm            school                                                                                              

компания, фирма                                                        школа  

 

しごと（を）します                                                 べんきょう（を）します    

しごと（を）しま﹁す           べんきょう（を）しま﹁す  

shigoto (o) shimasu                    benkyoo (o) shimasu 

to work\ do one’s job                                                    to study 

работать                                                                          учеба/учиться (изучать)              

ざんぎょう（を）します                                        アルバイト/バイト (を）します       

ざんぎょう（を）しま﹁す        アルバ﹁イト/バイト (を）しま﹁す                             

zangyoo (o) shimasu                  arubaito\ baito (o) shimasu  

to work overtime\ extra hours                                   to do  a part- time job  

работать сверхурочно                                                подработка/неполный рабочий день                                     

 

しょくじ（を）します                                             あさ/ ひる /ばんごはんを たべます         

しょくじ（を）しま﹁す                 あさ/ ひる /ばんご﹁はんを たべま﹁す                               

shokuji (o) shimasu                        asa\ hiru\ ban-gohan o  tabemasu 

to have a meal                                                                to have a breakfast\ lunch\ dinner 

принимать пищу, обедать                                          завтракать, обедать, ужинать                                                     

 

かいもの（を）します                                             せんたく（を）します                              

かいもの（を）しま﹁す              せんたく（を） しま﹁す                                                    

kaimono (o) shimasu                                              sentaku (o) shimasu        

to do shopping                                                               to wash clothes                     

делать покупки                                                             стирать                           
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せいかつ                                                                     

 そうじ（を）します                                               りょうり（を）します          

そうじ（を）しま﹁す                       りょ﹁うり（を）します                                      

sooji (o) shimasu                                                       ryoori (o) shimasu          

 to clean                         to cook  

 делать уборку                                                            готовить (блюдо)                       

                                                                                             

かじ（を）します                         ~  の せわ（を） します                                                                          

か﹁じ（を）します           ~ の せ﹁わ（を）します 

kaji (o) shimasu                                         ~ no sewa o shimasu 

to do housework               to take care of\ look after                                                                                

заниматься домашними делами                             ухаживать/покровительствовать  

 

かたづけます                                                              てつだいます    

かたづけま﹁す                        てつだいま﹁す  

katazukemasu                             tetsudaimasu 

to tidy up\ put something in order                            to help                                  

убирать/приводить в порядок                                 помогать                                                                                                                                                                                       

あそびます                                 やすみます                       ゆっくりします             

あそびま﹁す               やすみま﹁す            ゆっく﹁りします                               

asobimasu               yasumimasu                          yukkuri- shimasu 

to play                                            to rest\ to take a rest                    to relax 

 играть                                           отдыхать                                         расслабляться             

  メール/E  メール                  インターネット（を）                                                      

 (を) します                します                     ゲーム（を）します                                   

メール/E メ﹁ール         インターネ﹁ット（を）        ゲ﹁ーム（を）します             

e -meeru (o) shimasu                 します                                          geemu (o) shimasu                                                                                    

to send an e-mail                       intaanetto (o) shimasu               to play a game 

отправлять                                 to use the internet играть в игры 

электронное письмо               пользоваться интернетом                                                    

でんわ（を）します/かけます                                                     おにのり（を）します  

でんわ（を）しま﹁す/かけま﹁す                                             おにのり（を）しま﹁す  

 denwa (o) shimasu/kakemasu                oinori (o) shimasu 

 to telephone/call                                                           to pray 

звонить                                                                                                   молиться 
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                                                                                                                         せいかつ                    

たばこを すいます                                              うんどう（を）します          

たばこを すいま﹁す               うんどう（を）しま﹁す                                         

tabako o suimasu                                                    undoo (o) shimasu           

to smoke                       to take exercise  

курить                                                                           упражняться/ 

                                                                                        заниматься (спортивн.)         

                                                                                              

 さんぽ（を）します                                                ヨガ（を）します                      

さんぽ（を）しま﹁す          ヨ﹁ガ（を）します  

sanpo (o) shimasu                                   yoga (o) shimasu 

to take a walk                           to do yoga                                                                                              

гулять                                                                              заниматься йогой  

 

ともだちが きます                                                 ~ と おしゃべり（を）します    

ともだちが きま﹁す          ~ と おしゃ﹁べり（を）します  

tomodachi ga kimasu               ~ to oshyaberi (o) shimasu 

a friend comes                                                                 to chat with ~ 

придут друзья                                                               болтать/разговаривать  c                                               

しんぶんを よみます                                            ほん       

しんぶんを よみま﹁す                ほ﹁ん                             

 shinbun o yomimasu               hon  

 to read a newspaper                                                   book  

 читать газету                                                                книга                     

 

ざっし                                                    テレビを みます         

ざっし￣                        テ﹁レビを みま﹁す                                   

zasshi                                                 terebi o mimasu  

magazine                                                                          to watch TV 

журнал                                                                             смотреть телевизор                      

おんがくを                                                   にっきを かきます                              

ききます                      にっきを かきま﹁す                                                    

お﹁んがくを ききま﹁す                                   nikki o kakimasu        

ongaku o kikimasu                                                          to keep a journal                   

to listen to music                                 вести дневник 

слушать музыку   
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 せいかつ                                                                                                       

 

  けいようし 3 keeyooshi  adjectives  прилагательные 

 

いそがしい                                                                   ねむい          

いそがし﹁い                ねむい￣                                        

isogashii                                                                       nemui          

busy                                  sleepy  

занятый/торопливый                                                сонный                                                                                                                          

ひま（な）                                                                       

ひま￣                

hima                                    

free\ not occupied                                                                                                                  

свободный/незанятый  

         

 かつどう・イベント/ katsudoo/ibento  activities and events   мероприятия и события 

    

   

コンサート                 テニス                                                                                

コ﹁ンサート                          テ﹁ニス                                            

 konsaato                                   tenisu  

 consert                                                                         tennis  

 концерт                                                                       теннис             

 

はくぶつかん                                                   びじゅつかん        

はくぶつ﹁かん                       びじゅつ﹁かん                                  

hakubutsukan                                bijutsukan  

museum                                                                         art museum 

музей                                                                             музей искусств                                                                      

びょういん    

びょういん￣ 

byooin  

hospital 

больница                                        
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せいかつ                                                                     

たんじょうび たんじょ﹁うび                         バースデー バ﹁ースデー          

tanjoobi          baasudee                                               

birthday                                                                    birthday  

день рождение                                                          рождение   

 

パーティー   パ﹁ーティー                              しょくじ（を）します                                                                                                                                    

 paathii                                                                           しょくじ（を）しま﹁す   

 party                                                                               shokuji (o) shimasu  to have a meal  

 вечеринка                                                                     принимать пищу, обедать  

                                                                                                                                              

~ を あげます              ~ をもらいます 

~ を あげま﹁す              ~ を もらいま﹁す   

~  o agemasu                                                          ~ o moraimasu      

to give                        to  receive 

 давать …/дарить …                                                    получать …/брать …                                                 

カード ケーキ    プレゼント 

カ﹁ード ケ﹁ーキ    プレ﹁ゼント 

kaado  keeki     purezento 

birthday card  cake                                               present  

открытка торт/пирожное                           подарок  
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わたしのことばリスト 



                    やすみのひ/やすみのひ￣/yasumi no hi/holiday/выходные 

                               しゅみ/しゅ﹁み/shumi/hobby/interest/хобби/интересы 

  

えいが/え﹁いが/eega/movie/film/кино/фильм 

 

                                                アクション                              

                                                                 ア﹁クション   

                                                               akushon 

                                                                                       action   

                                                                                       боевик 

 

アニメ                                                                         コメディ 

ア﹁ニメ/アニメ￣                         コ﹁メディ 

anime                                    komedhi 

anime/                                                                        comedy 

animated cartoons                                                         

 анимэ/мультфильм                                                комедия 

  

れんあい                                                                     ホラー 

れんあい￣                ホ﹁ラー 

ren’ai                        horaa 

romance/love                                                             horror 

мелодрама                                                                фильм ужасов 

 

どくしょ/ど﹁くしょ/dokusho/reading/чтение 

SF                                                                                  しょうせつ     

エスエフ￣                              しょうせつ￣ 

esu-efu                                shoosetsu 

science fiction                                                             novel 

научная фантастика                                                 роман    

ファンタジー                                                            ぶんがく 

ファ﹁ンタジー                  ぶ﹁んがく 
fantajii                       bungaku 

fantasy fiction                                                              literature 

фантастика                                                                  литература 
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                                                                                                                やすみのひ 

  マンガ                                                                         ミステリー            

  マンガ￣                        ミ﹁ステリー 

  manga                       misuterii 

  manga/comic strips/comic books                           mistery 

  манга/комиксы                                                         мистика 

   

スポーツ/スポーツ/supootsu/sports/спорт 

ゴルフ                                                                     サッカー       

ゴ﹁ルフ                        サ﹁ッカー 

gorufu                              sakkaa 

golf                                                                                    soccer 

гольф                                                                               футбол  
 

じゅうどう                                                                    ジョギング     

じゅ﹁うどう                      ジョギング￣ 

juudoo                                 jogingu 

judo                                                                            jogging 

дзюдо                                                                           бег  
  

すいえい                                                                         スケート       

すいえい￣                           スケート/スケ﹁ト 

suiee                                 sukeeto 

swimming                                                                        skating 

плавание                                                                         катание на коньках 
 

たっきゅう/ピンポン                            テニス           

たっきゅう￣/ピ﹁ンポン                テ﹁ニス    

takkyuu/pinpon                       tenisu 

table tennis/ping-pong                                                  tennis 

настольный теннис/пинг-понг                                  тенис 
 

バスケットボール                                                       やきゅう 

バスケットボ﹁ール             やきゅう￣ 

basuketto-booru                  yakyuu 

basketball                                                                        baseball 

баскетбол                                                                       бэйсбол 
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    やすみのひ 

   おんがく/お﹁んがく/ongaku/music/музыка 

 

クラシック     クラシ﹁ック/クラ﹁シック         ジャズ   ジャ﹁ズ 

      kurashikku                           jazu       

classical music        классическая музыка                 jazz                     джаз 

Ｊポップ   Ｊポ﹁ップ                 ポップス      ポ﹁ップス              ロック     ロ﹁ック   

      J-poppu           poppusu        rokku 

Japanese pop music                            pop music                                          rock 

Японская поп музыка                      поп музыка                                      рок 

うた                                                      うたいます            

うた﹁                           うたいま﹁す 

uta                                          utaimasu 

song                                                                                    to sing 

песня                                                                                  петь  

カラオケ                                    ギター 

カラオケ￣                               ギ﹁ター 

karaoke                             gitaa 

karaoke                                                                              guitar 

караоке                                                                             гитара 

ピアノ                                                                               ひきます 

ピアノ￣                              ひきま﹁す 

piano                           hikimasu 

piano                                                                                  to play the guitar/piano 

пианино                                                                            играть на гитаре/на пианино 

ダンス                                                                    おどります         おどりま﹁す 

ダ﹁ンス  dansu       dance       танцы    odorimasu            to dance      танцевать   

おどり                                                             ダンス 

おどり￣                      ダ﹁ンス 

odori                                                                                  dansu 

dance                                                                                 dance 

танец (народный)                                                          танец 
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              やすみのひ  

そのほか/sonohoka/others/другое 

 

え（を かきます）                                                     がいこくご/～ご 

え﹁す（を かきま﹁す）         がいこくご￣/～ご￣ 

e (o kakimasu)               gaikokugo 

picture (to draw a picture)                                              foreign language 

картина (рисовать картину)                                          иностранный язык  

 

カメラ                                                                                キャンプ（を します） 

カ﹁メラ                            キャ﹁ンプ（を しま﹁す）     

kamera                         kyanpu (o shimasu) 

camera                                                                                 camp/camping (to camp out) 

фотоаппарат                                                                      кэмпинг 

  

ゲーム                                                                         しゃしん（を とります） 

ゲ﹁ーム                            しゃしん￣（を とりま﹁す） 

geemu                                            shashin (o torimasu) 

game                                                                              photograph (to take a photo) 

игра                                                                               фотография (фотографировать) 

  

つり（を します）                                   にほんご 

つり￣（を しま﹁す）                にほんご￣      

tsuri (o shimasu)                 nihongo 

fishing (to do some fishing)                                               Japanese (language) 

рыбалка (рыбачить)                                                          японский язык 

 

バーベキュー                                                   やまのぼり（を します） 

バーベ﹁キュー                          やまの﹁ぼり（を します）   

 baabekyuu                                              yamanobori (o shimasu) 

 barbecue                                                                             mountain-climbing (to climb a mountain) 

 барбекю                                                                              взбираться на гору  
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   やすみのひ 

でんとうぶんか/dentoo bunka/traditional Japanese culture/традиционная культура 

いけばな                                                おりがみ 

いけ﹁ばな                                     おり﹁がみ 

ikebana                               origami 

flower arrangement                                                         origami               

икебана                                                                              оригами 

 

さどう                                                                                はいく 

さ﹁どう                                                                 はいく￣ 

sadoo                                                haiku 

tea ceremony                                                                     haiku 

чайная церемония                                                          хайку                        

  

                                                                                             ぼんさい  

                                                                                             ぼんさい￣  

                                                                                             bonsai  

けいようし                                                                bonsai plant  

 keyooshi/adjective/прилагательные                         бонсай   

  

いそがしい        うれしい                                       おいしい                      

いそがし﹁い       うれし﹁い           おいし﹁い/おいしい￣ 

isogashii         ureshii              oishii 

вusy                                               happy/glad/delightful                        delicious/tasty 

занятой                                        радостный/довольный                    вкусный 

      

（ひとが）おおい                    おもしろい                                         かなしい 

（ひとが）お﹁おい     おもしろ﹁い         かなしい￣ 

(hito ga) ooi             omoshiroi          kanashii 

ots of (people)/                            interesting                                            sad 

crowded (with people)                                      

много (людей)                            интересный                                        печальный  
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                         やすみのひ          

きれい（な）                                    こわい                                         すき（な） 

き﹁れい          こわ﹁い          すき﹁（な） 

kiree            kowai          suki 

beautiful/pretty                                  scary/frightening                         like 

красивый/хороший                          страшный                                    любимый/нравящийся 

 

すばらしい                                        たいへん（な）                         たのしい 

すばらし﹁い        たいへん￣          たのし﹁い 
subarashii             taihen          tanoshii 

amazing/wonderful                           terrible                                           fun/enjoyable 

прекрасный/замечательный                  ужасный                                             веселый/приятный 

つかれます                                        つまらない                                   ながい 

つかれま﹁す        つまら﹁ない          なが﹁い 
tsukaremasu           tsumaranai         nagai 
to get tired                                          boring/dull                                     long 
уставать/усталый                             скучный                                         длинный 

 

むずかしい                                        やさしい                                        あつい 

むずかし﹁い/むずかしい￣     やさしい￣          あつ﹁い 

muzukashii           yasashii             atsui 

difficult                                                 easy                                                  hot 

сложный/трудный                           легкий                                              горячий 

あたたかい                                        すずしい         さむい 

あたたか﹁い        すずし﹁い        さむ﹁い 

atatakai              suzushii                                           samui 

warm                                                     cool                                                  cold 

теплый                                                  прохладный                                 холодный 

イベント/イベント￣/ibento/event/мероприятие 

かぶき                                                                                  きもの 

かぶき￣                      きもの￣ 

kabuki                     kimono 

kabuki                                                                                    kimono 

кабуки                                                                                   кимоно 
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   やすみのひ 

すもう                                                                                   たいこ 

すもう￣                     たいこ￣ 

sumoo                   taiko 

sumo wrestling                                                                     taiko drumming 

сумо                                                                                       барабаны тайко 

 

はなび                                                                                   はなびたいかい 

は﹁なび                  はなびた﹁いかい 

hanabi                   hanabitaikai 

fireworks                                                                                fireworks display 

фейерверк                                                                             фестиваль фейерверков 

 

まつり                                                 

まつり￣ 

matsuri 

festival/celebration 

праздник/фестиваль 

 

コンサート                                                                           コンテスト 

コ﹁ンサート                コ﹁ンテスト 

konsaato                   kontesuto 

concert                                                                                    contest 

концерт                                                                                  конкурс 

 

ショー                                                                                    パーティー 

ショ﹁ー                  パ﹁ーティー 

shoo                    paathii 

show                                                                                         party 

шоу                                                                                           вечеринка 

カレンダー                                                                           チケット 

カレ﹁ンダー                チ﹁ケット/チケ﹁ット 

karendaa                   chiketto 

calendar                                                                                   ticket 

календарь                                                                              билет 
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                         やすみのひ          

チラシ                                      パンフレット                               ポスター 

チラシ￣          パ﹁ンフレット      ポ﹁スター 

chirashi                                             panfuretto                                     posutaa 

leaflet/flyer                                      brochure/pamphlet                      poster 

листовка/флайер                           памфлет/буклет                          постер 

 

でかけます                                                                           ともだちに あいます             

でかけま﹁す                ともだちに あいま﹁す 

dekakemasu                                                          tomodachi ni aimasu 

to go out                                                                                  to meet a friend 

выходить/отправляться                                                    встречаться с другом 

 

きせつのイベント/kisetsu no ibento/seasonal event/сезонные мероприятия 

おしょうがつ/しょうがつ              なつやすみ 

おしょうがつ﹁/おしょうがつ￣        なつや﹁すみ 

oshoogatsu                    natsu-yasumi 

New year's holiday                                                                  summer holidays 

Новый год                                                                                летние каникулы 

 

ふゆやすみ                                                                           ゴールデンウイーク 

ふゆや﹁すみ                ゴールデンウィ﹁ーク 

fuyu-yasumi                 gooruden-uiiku 

winter-holidays                                                                      Golden Week holidays 

зимние каникулы                                                               Золотая неделя 

 

はつもうで                                                                           ゆきまつり 

はつも﹁うで                ゆきま﹁つり 

нatsu-moode                  yuki-matsuri 

New Year’s visit to a shrine                                                 snow festival 

первое посещение храмов в Новый год                       снежный фестиваль 

はなみ                   かいすいよく 

はなみ﹁                  かいす﹁いよく 

hanami                   kaisuiyoku 

cherry-blossom viewing                                                        swimming in the sea 

любовани цветами                                                              купание 
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   やすみのひ 

 

なつまつり                               ぼんおどり                                                 あきまつり 

なつま﹁つり      ぼんお﹁どり          あきま﹁つり 

natsu-matsuri       bon-odori            aki-matsuri 

summer festival                         Bon Festival dance                                      autumn festival 

летний праздник                     танец праздника Бон                                осенний праздник 

ぶどうがり                                                                         もみじがり 

ぶどうがり￣                  もみじがり￣ 

budoogari                  momijigari 

grape picking                                                                       autumn-leaf viewing 

сбор винограда                                                                  сбор кленовых листьев 

 

りょこう/りょこう￣/ryokoo/trip/путешествие 

りょこう（します）                                                        かんこうち 

りょこう￣                     かんこ﹁うち 

ryokoo (shimasu)                kankouchi 

trip (to make a trip)                                                             tourist spot/sightseeing area 

путешествие                                                                        туристическое место   

 

にほん/にっぽん                                                                 とうきょう 

にほ﹁ん/にっぽ﹁ん               とうきょう￣ 

Nihon/Nippon                 Tookyoo 

Japan                                                                                        Tokyo 

Япония                                                                                    Токио 

  

ふじさん                                                                                おてら/てら 

ふ﹁じさん                 おてら￣ 

Fujisan                    otera 

Mt. Fuji                                                                                    temple 

Гора Фудзи                                                                            буддийский храм 
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                         やすみのひ          

じんじゃ                                                                             おみやげ 

じ﹁んじゃ                 おみやげ￣ 

jinjya                                                                                         omiyage 

shrine                                                                                        souvenir 

синтоистский храм                                                               сувенир 
 

おすし/すし                                                                          てんぷら 

おす﹁し/す﹁し/すし﹁             てんぷら￣ 

osushi/sushi                 tenpura 

sushi                                                                                          tempura 

суши                                                                                         темпура 
 

ホテル                                                                                     りょかん 

ホ﹁テル                   りょかん￣ 

hoteru                      ryokan 

hotel                                                                                          hotel/inn 

гостиница                                                                                рёкан 

 

～に とまります                               よやく（を します）                  きっぷ 

～に とまりま﹁す      よやく￣（を しま﹁す）   きっぷ￣ 

~ni tomarimasu           yoyaku (o shimasu)      kippu 

to stop over/to stay at (a hotel)           reservation/booking                          ticket 

                                                                   (to make a reservation)          

останавливаться (в гостинице)          бронь/резерв (бронировать)        билет  

 

くうこう                                                 スーツケース                                     ちず 

くうこう￣           スーツケ﹁ース         ち﹁ず 

kuukoo            suutsukeesu          chizu 

airport                                                       suitcase                                                 map 

аэропорт                                                  чемодан                                               карта 

 

にもつ                                                      パスポート                                        ビザ 

に﹁もつ            パスポ﹁ート            ビ﹁ザ 

nimotsu            pasupooto           biza 

baggage/luggage                                      passport                                              visa 

багаж/груз                                                паспорт                                              виза 
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                         やすみのひ          

                                                                    

 

 

 

  

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしのことばリスト 
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                    まち/まち﹁/machi/town/город 

                               のりもの/のりもの￣ / norimono  vehicle  транспорт 

 

じてんしゃ                                                バイク                              

じて﹁んしゃ/     バ﹁イク  

じてんしゃ                                           baiku   

 jitensha                                           bike                                                                

bicycle                                                                          мотоцикл 

велосипед 

くるま                                                                         タクシー 

くるま￣                 タ﹁クシー 

 kuruma                                                       takushii              

 car                                                                                 taxi 

машина                                                                        такси                        

  

  バス                                                                            でんしゃ 

  バ﹁ス                                  で﹁んしゃ 

  basu                                       densha  

  bus                                                                               train 

  автобус                                                                       поезд          

 

ちかてつ                                                                     モノレール    

ちかてつ￣                               モノレ﹁ール  

 chikatetsu                           monoreeru 

 metro                                                                            monorail 

 метро                                                                            монорельс              

    

 しんかんせん                                                             ひこうき                                      

 しんか﹁んせん                                    ひこ﹁うき         

 shinkansen                                               hikooki          

 bullet train                                                                     plane                                              

 скоростной поезд                                                       самолет                                                                              
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 まち                                                                                           

ふね                                                       あるいて        

ふ﹁ね              ある﹁いて                                         

fune                                                                             aruite          

ship                                  by foot  

корабль                                                                          пешком             

                                                                                               

きゅうきゅうしゃ                                                   パトカー                      

きゅうきゅ﹁うしゃ             パト﹁カー  

kyuukyuusha                       patokaa  

ambulance car                           police car                                                                                              

скорая помощь                                                              патрульная машина  

 

~  に のります                        ~ を おります                   ~ で いきます           

~  に のりま﹁す      ~ を おりま﹁す     ~ で いきま﹁す 

~  ni norimasu                                ~ o orimasu                            ~ de ikimasu                                         

to get on to get off                                    to go by ~ 

садиться на/в … сходить с …                              идти/ехать на … (транспорт) 

 

まがります                                    とまります       あるきます 

まがりま﹁す        とまりま﹁す     あるきま﹁す                    

 magarimasu        tomarimasu                 arukimasu  

 to turn off                                        to stop                                 to walk 

 поворачивать                                останавливаться                идти пешком                                 

 

           こうつう kootsu    traffic    транспорт                                                                                  

 

のりば                                                   えき                             

のりば￣                   え﹁き                                                    

noriba                                                            eki        

stand         остановка                                            kuukoo       станция                   

    

バスてい バスてい￣            くうこう くうこう￣  

basu- tee                                                                kuukoo   

 bus stop                                                                 airport 

автобусная остановка      аэропорт 
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                                                                                                                                   まち                                                                                           

いりぐち                                                   でぐち       

いりぐち￣                 で﹁ぐち                                         

iriguchi                                                                          deguchi         

entrance                               exit  

 вход                                                                                  выход 

                                                                                               

                     北口         南口 

                  （きたぐち）     （みなみぐち） 

                                                                                   きたぐち￣      みなみぐち￣         

         kitaguchi                                minamiguchi       

                                                               north exit                               south exit 

                                                                                   северный выход  южный выход 

                                                                            

                                                                                        西口           東口 

                  （にしぐち）     （ひがしぐち）     

                    にしぐち￣        ひがしぐち￣          

                    nishiguchi                                 higashiguchi 

                    west exit                                    east exit    

                                                                                  западный выход                     восточный выход 

 

ひだり  みぎ 

ひだり￣                                                 みぎ￣                             

hidari                         migi                                                    

left                                                                          right 

левый                                                          правый          

    

まっすぐ  

まっす﹁ぐ 

massugu straight  прямо 

 

ちゅうしゃじょう                  くうしゃ 

ちゅうしゃじょう￣                 くうしゃ￣ 
chuushajoo                                           kuusha    
parking space                                                       free taxi 
парковка                               свободное такси 

7 
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                                                    まち                                                                     

とおり                                                   しんごう          

とおり﹁               しんごう￣                                         

toori                                                                             shingoo          

street                               traffic light  

 улица                                                                             светофор       

                                                                                               

みち                                                 きっぷ                                               にもつ  

みち￣           きっぷ￣                         に﹁もつ  

michi                                                 kippu                                                 nimotsu 

road                 ticket                                             baggage\ luggage                                                                                              

дорога            билет             багаж  

 

ちず                                                        うんてんしゅ         

ち﹁ず                        うんて﹁んしゅ    

chizu                                              untenshu 

map                                                                                  driver 

карта                                                                               водитель                                                                                  

えきいん                     けいさつかん    

えき﹁いん                 けいさつ﹁かん           

eki’in                            keesatsukan 

station stuff                                                                    police officer 

работник станции/вокзала                                       полицейский                                             

 

   けいようし 5 keeyooshi  adjective    прилагательные 

 

ちかい                                                    とおい         

ちか﹁い                        とおい￣                                   

chikai                                                 tooi  

near                                                                                   far 

близкий                       далекий 

                                                                                                  

はやい                                                    おそい                             

はや﹁い                     おそい￣                                                    

hayai                                                                                  osoi        

fast     быстрый                                                               slow    медленный                  

7 



            まち                                                                                                            

 

べんり                                                    ふべん          

べ﹁んり               ふ﹁べん                                         

benri                                                                             fuben          

convenient                      inconvenient  

 удобный                                                                        неудобный     

   

                                                                                               

やすい                                                                             たかい  

やす﹁い                     たか﹁い 

yasui                                                                                 takai  

inexpensive/cheap                       expensive                                                                                                                      

недорогой/дешевый                                                   дорогой  

 

らく（な）                                                      つかれます         

らく﹁                          つかれま﹁す  

raku                                                tsukaremasu 

easy                                                                                   tiring 

 легкий/приятный                                                         уставать   

                                                                                

 

   たてもの・ばしょ tatemono\ basho    places   здание/место 

 

まち                                                          おてら         

まち﹁                              おてら￣                                   

machi                                                 otera  

town                                                                                  temple 

город                                           храм (буддийский)  

                                                                                                  

じんじゃ                                                 きょうかい                          

じ﹁んじゃ                     きょうきい￣  

jinja                                       kyookai                                                                                             

shrine                                                                                church 
храм (синтоистский)                                церковь             

  

7 



                                                                                                                                   まち                                                                                                           

 

モスク                                                    がっこう          

モ﹁スク             がっこう￣                                         

mosuku                                                                        gakkoo          

mosque                               school  

 мечеть                                                                           школа                                                                                              

かいしゃ                                                                        こうじょう                                                  

かいしゃ￣                                     こうじょ﹁う                         

kaisha                                                                               koojoo                                                

company                                           factory                                                                                                    

компания                                                                       завод   

 

ぎんこう                                                        ゆうびんきょく         

ぎんこう￣                     ゆうび﹁んきょく   

ginkoo                                            yuubinkyoku 

bank                                                                                  post office 

банк                                                                                 почта                                                                                 

けいさつ                     こうばん    

けいさつ￣                 こうばん￣           

keisatsu                     kooban 

police station                                                                  police booth 

 полиция                                                                         полицейская будка                                             

 

びょういん                    ホテル 

びょういん￣                      ホ﹁テル 

byooin                                                       hoteru         

hospital                              hotel                                   

больница                                          гостиница/отель  

                                                                                                  

きっさてん                                                   レストラン                          

きっさ﹁てん                    レ﹁ストラン                                                    

kissaten                                                                     resutoran       

coffee shop                                                                      restaurant                

кафе                                 ресторан  
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 まち                                                                                                           

  

こうえん                                                      どうぶつえん          

こうえん￣                   どうぶつ﹁えん                               

kooen                                                                          doobutsuen        

park                                     zoo  

парк                                                                               зоопарк                                                                                             

えいがかん                                                                   としょかん                                                  

えいが﹁かん                                としょ﹁かん                         

eigakan                                                                            toshokan                                               

cinema                                              library                                                                                                                                                                           

кинотеатp                                                                      библиотека    

 

はくぶつかん                                                      びじゅつかん         

はくぶつ﹁かん                びじゅつ﹁かん   

hakubutsukan                               bijutsukan 

museum                                                                            art museum 

музей                                                                              музей искусств                                                                           

たいしかん                 みせ   

たいし﹁かん                  みせ﹁           

taishikan                 mise  

embassy                                                                            store 

посольство                                                                     магазин                                            

 

しょうてんがい                        コンビニ 

しょうて﹁んがい                            コンビニ￣ 

shootengai                                                 konbini          

commercial avenue                               convenience store                                   

торговый квартал                          мини-маркет  

                                                                                                  

ショッピングセンター                                          デパート                          

ショッピングセ﹁ンター                  デパ﹁ート                                       

shoppingu- sentaa                                                          depaato       

shopping center                                                              department store                

торговый дом                                        универсальный магазин  
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 まち                                                                                                           

  

ビル                                                         えいぎょうじかん          

ビ﹁ル                                えいぎょうじ﹁かん                         

 biru                                                                               eigyoo-jikan        

 building                               business- hours  

 здание                                                                             часы работы                                                                                             

しゅくじつ                                                                    ていきゅうび                                                  

しゅくじつ￣                                 ていきゅ﹁うび                        

 shukujitsu                                                                        teekyuubi                                              

 holiday                                                  shop holiday  

 выходные/праздники                                       постоянный выходной                                                                                                                                                                                                  

 

 へいじつ                                                               

 へいじつ￣                   

 heejitsu                                

 weekday                                                                             

 будни                                                                             

 

 

     けいようし 6 keeyooshi      adjective       прилагательные 

                                                                        

 

あたらしい                   ふるい 

あたらし﹁い                       ふる﹁い 

atarashii                                                      furui          

new                                                           old                                   

новый                                                старый  

                                                                                                  

おおきい                                                                     ちいさい                          

おおき﹁い                                            ちいさ﹁い 

 ookii                                               chiisai                                                             

 big                                                                                     small                                     

 большой                             маленький                             
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 まち                                                                                                           

 

 

たかい                                                    ひくい          

たか﹁い                ひく﹁い                                         

takai                                                                              hikui        

high                                       low  

высокий                                                                           низкий                                                                                            

 

あんぜん（な）                                                           あぶない                                                  

あんぜん￣                                     あぶな﹁い\あぶない￣                         

anzen                                                                                abunai                                              

safe                                                     danger                                                                                                                                                                     

безопасный                                                                    опасный  

 

きけん（な）                                                     しずか（な）         

きけん￣                            し﹁ずか 

kiken                                              shizuka 

danger                                                                              quiet 

опасный                                                                          тихий                                                                                 

 

にぎやか（な）              ゆうめい（な）   

にぎ﹁やか                 ゆうめい￣         

nigiyaka                     yuumee 

busy                                                                                  famous 

шумный                                                                          известный 

 

こんで います                     

こ﹁んで います                        

konde imasu                                                              

crowded                                                     

переполненный/перегруженный                                            
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 まち                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしのことばリスト 

7 
わたしのことばリスト 



                       かいもの/かいもの￣/kaimono/shopping/покупки 

                            プレゼント・おみやげ/purezento -omiyage/present-souvenir/подарок-сувенир  

 

プレゼント                                                おみやげ                            

プレ﹁ゼント    おみやげ￣ 

purezento                                               omiyage   

present                                             souvenir                                                                

подарок                                                                       сувенир        

えはがき/                                                                   かさ 

ポストカード                      か﹁さ 

えは﹁がき/ポストカ﹁ード        kasa               

ehagaki\posuto- kaado                                            umbrella 

postcard                                                                       зонт 

почтовая карточка  

カメラ                                                                         さいふ 

カ﹁メラ                               さいふ￣ 

kamera                                   saifu  

camera                                                                          purse 

фотоаппарат                                                               кошелек                     

ざっし                                                                         しゅりけん 

ざっし￣                                  しゅりけん￣ 

zasshi                                   shuriken  

magazine                                                                      ninja star 

 журнал                                                                        звезды ниндзя         

ティーカップ                                                            でんしじしょ                                         

ティーカ﹁ップ                  でんしじ﹁しょ      

thiikappu                                                  denshi-jisho          

teacup                                                                            electronic dictionary                                             

 чайная чашка                                                              электронный словарь                                                                         

 

はし                    はしおき 

は﹁し                 はし﹁おき/はしお﹁き 

Hashi chopsticks                                                          hashi’oki chopsticks holder 

палочки                                             подставка для палочек 
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 かいもの                                                                                                           

  

はな                                                         ハンカチ        

はな﹁                                 ハンカチ￣/ハンカ﹁チ                               

hana                                                                              hankachi        

flower                                   handkerchief  

цветок                                                                              носовой платок                                                                                             

ビデオカメラ                                                                ペン                                                  

ビデオカ﹁メラ                             ぺ﹁ん                         

bideo-kamera                                                                  pen                                              

video camera                                        pen 

видеокамера                                                     ручка                                                                                                                                                                                                 

 

みみかき                                                              おもちゃ         

みみか﹁き                        おも﹁ちゃ   

mimikaki                                        omocha  

earpick                                                                              toy 

ухочистка                                                                        игрушка                                                                        

きって                   ぬいぐるみ  

きって￣                 ぬいぐるみ￣      

kitte                                                                                  nuigurumi   

stamp                                                                                stuffed toy 

марка                                                                                мягкая игрушка                                         

 

ゲーム                                               CD                                                      DVD 

ゲ﹁ーム                                シーディ﹁ー                                          ディーブイディ﹁ー 

geemu                                        shiidhii                                                  dhiibuidhii  

game                      CD                                                DVD                               

игра                        компакт диск                                         видеодиск  

                                                                                                   

      を あげます              をもらいます 

   を あげま﹁す             を もらいま﹁す   

  o agemasu                                                                o moraimasu      

to give                        to  receive 

 давать …/дарить …                                                    получать …/брать …                           
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 かいもの                                                                                                           

  

けいようし 7  keeyooshi     adjective    прилагательные  

 

あしゃれ（な）                    かっこいい                       かわいい 

おしゃ﹁れ                   かっこい﹁い                   かわい﹁い  

oshare                                                      kakkoii                                          kawaii 

fashionable                                             cool                                                cute 

стильный                                                классный, красивый                 симпатичный                                                 

 

すごい                                                    すてき（な）                まあまあ（な）          

すご﹁い             すてき￣                  まあま﹁あ（な）   

sugoi                      suteki                                             maamaa      

great                                                         lovely                                             so-so 

классный                                                прекрасный/                                нормальный 

                                                                  замечательный                                                                                            

 

おもしろい          にほんてき（な）     めずらしい     

おもしろ﹁い             にほんてき￣       めずらし﹁い 

omoshiroi                                                nihon- teki                                     mezurashii   

interesting                                                traditional- Japanese                    rare 

интересный                                           традиционно-японский              редкий                                                           

 

おおきい                                                                         ちいさい                                                     

おおき﹁い                                                                  ちいさ﹁い                                           

ookii                                                                                   chiisai                                                    

big                                                                  small                                                                             

большой                                                      маленький                                          

                                                                                                   

おもい                    かるい  

おもい￣                       かるい￣ 

omoi                                                                                   karui 

heavy                                                                                 light 

тяжелый                                                                           легкий 
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 かいもの                                                                                                           

ながい                                                        みじかい        

なが﹁い                     みじか﹁い                               

nagai                                                                             mijikai      

long                                      short  

длинный                                                                         короткий                                                                                           

ふとい                                                                              ほそい                                              

ふと﹁い                                           ほそ﹁い                        

futoi                                                                                  hosoi                                              

wide                                                       skinny 

толстый                                                                 тонкий                                                                                                                                                                                                 

 

ゆるい                                                                きつい         

ゆる﹁い                         きつい￣   

yurui                                                kitsui  

loose                                                                                  tight 

свободный (об одежде)                                              маленький (об одежде/обуви)    

 

  ファッション ファ﹁ッション fasshon   fashion мода                                                                   

 

ふく                                                                                  ようふく                                                       

ふく﹁                             ようふく￣                                           

fuku                                                                                   yoofuku                                                   

clothes                                                          clothes                                                                             

одежда                                                        одежда европейская                                        

                                                                                                   

きもの                             ゆかた 

きもの￣                            ゆかた￣    

kimono                                                                         yukata     

kimono                                                summer cotton kimono 

кимоно                                                                            юката (летнее кимоно)           

コート                           ジャケット  

コ﹁ート                     ジャ﹁ケット\ジャケ﹁ット  

kooto                                                                                 jaketto 

coat                                                                                    jacket 

куртка                                                                               куртка 

8 
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                                                                                                                        かいもの                                                                                                           

スーツ                                                        ワンピース        

ス﹁ーツ                                ワンピ﹁ース                                     

suutsu                                                                           wanpiisu     

suit                                           one-piece suit  

костюм                                                                             платье                                                                                         

シャツ                                                                              T シャツ                                              

シャ﹁ツ                                           T シャツ﹁                        

shatsu                                                                                T- shatsu                                             

shirt                                                            t-shirt 

рубашка                                                                 футболка                                                                                                                                                                                                 

 

セーター                                                               スカート         

セ﹁ーター                         スカ﹁ート  

seetaa                                             sukaato  

sweater                                                                             skirt 

 свитер                                                                              юбка    

 

ジーンズ                                                                         パンツ                                                                    

ジ﹁ーンズ                                              パ﹁ンツ\ パンツ￣                                           

jiinzu                                                                                 pantsu                                                    

jeans                                                             pants                                                                           

джинсы                                                       брюки                                       

                                                                                                   

パジャマ                         したぎ 

パ﹁ジャマ                            したぎ￣   

pajama                                                                          shitagi     

nightclothes                          underwear 

пижама                                                                            нижнее белье           

くつ                     くつした  

くつ﹁                          くつ﹁した  
kutsu                                                                                 kutsushita 
shoes                                                                                socks 
обувь                  носки 
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  かいもの                                                                                                           

 

アクセサリー                                               うでどけい        

ア﹁クセサリー/                                    うでど﹁けい                                 

アクセサ﹁リー                                                              ude-dokee     

akusesarii                                  watch  

accessories   аксессуары                                                часы (наручные)                                                                                                               

ネックレス             ピアス           ゆびわ 

ネ﹁ックレス         ピ﹁アス             ゆびわ￣ 

nekkuresu                                         piasu                                             yubiwa 

necklace                                            piercing jewelry                           ring 

колье              серьги                           кольцо                                                                                                                                                          

スカーフ    マフラー てぶくろ   

スカ﹁ーフ                                      マ﹁フラー                      てぶ﹁くろ        

sukaafu               mafuraa                                       tebukuro  

scarf                 muffler                                          gloves  

шаль                                                   шарф        перчатки 

ネクタイ                                           ベルト                                     リボン    

ネ﹁クタイ            ベルト￣          リ﹁ボン 

nekutai                                                beruto                                        ribon                                                                  

neckti                                                   belt                                              ribbon                                           

галстук                                                пояс                                             лента 

めがね                                                                              ぼうし                          

め﹁がね                          ぼうし￣ 

megane                                   booshi   

glasses                                                                           hat/cap     

очки                                    головной убор 

 めがねを かけます                                                 ぼうしを かぶります                                  

め﹁がねを かけま﹁す                        ぼうしを かぶりま﹁す         

megane o kakemasu               booshi o kaburimasu  
to put on glasses  надевать очки                               to put on a hat/cap    надевать головной убор 

バッグ         かばん 

バ﹁ッグ                    かばん￣  
baggu                  kaban 
bag                 bag  
сумка                                      портфель, сумка  
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  かいもの                                                                                                           

         

~  を きます                                            ~ を はきます    

~  を きま﹁す                   ~ を はきま﹁す                                                         

~   o kimasu                                                                      ~ o hakimasu        

to put on                                to put on   

надевать …                                                                     надевать … (обувь)/обуваться                                                                                      

 

~  を ぬぎます 

~ を ぬぎま﹁す  

~  o nugimasu 

to take off 

снимать … (одежду, обувь) 

   

 

いろ いろ﹁ iro     colour   цвет  

     

あお（い）                          あか（い） 

あ﹁お/あお﹁い                                                          あ﹁か/あかい￣                                                                   

ao(i)                  aka(i)                                          

blue                                                                                   red    

синий                                                                        красный 

                                                                                                   

オレンジ（の）                 きいろ（い） 

オレ﹁ンジ                           きいろ￣/きいろい￣   

orenji(no)                                                                     kiiro(i)    

orange                   yellow 

оранжевый                                                                     желтый          

 

グレー（の）                         くろ（い）  

グレ﹁ー                        く﹁ろ/くろ﹁い  
guree(no)                                                                        kuro(i) 
gray                                                                                  black 
серый                   черный 
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 かいもの                                                                                                           

  

しろ（い）                                                   ちゃいろ（い）        

し﹁ろ/しろ﹁い                                ちゃいろ￣/                               

shiro(i)                                                                           ちゃいろい￣ 

white                                                                                  chairo(i)   

белый                                              brown  

                                                                                             коричневый                                             

 

ピンク（の）                                 みどり（の）  

ピ﹁ンク                         み﹁どり（の）       

pinku(no)                 midori 

pink                                                                                    green 

розовый               зеленый 

      

きんいろ（の）                                                            ぎんいろ（の） 

きんいろ￣                 ぎんいろ￣    

kin’iro(no)                                                              gin’iro(no)                     

gold                                        silver  

золотой                                                                             серебряный    

 

みずいろ（の） 

みずいろ￣  

mizuiro(no) 

light blue 

                                                                                                   

サイズ サ﹁イズ saizu     size     размер  

 

 

L（エル） M（エム） S（エス） 

エ﹁ル             エ﹁ム               エ﹁ス         

eru emu                                             esu 

L-size                                        M-size                                         S-size 

размер L (большой) размер М (средний)             размер S (маленький) 
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  かいもの                                                                                                           

 

かいもの かいもの￣ kaimono    shopping        покупки 

 

えん                                                おかね                     むりょう      

え﹁ん             おかね￣                                  む﹁りょう                                 

en                                                        okane                 muryoo 

yen                          money                                        charge-free  

йена                                                   деньги                                       бесплатно 

カード                     サイン（を します）       ただ       

カ﹁ード          サ﹁イン（を しま﹁す）     た﹁だ     

kaado                                                sain(o shimasu)                             tada 

credit card                                        sign (to sign)                                   charge- free 

кредитная карточка           подпись (ставить подпись)         бесплатно                                                                                                                                                                                      

おつり    レシート    うりば   

おつり￣                                       レシ﹁ート                  うりば￣        

otsuri                   reshiito                                            uriba  

change                 receipt                                             sales floor  

 сдача                                                 чек            прилавок 

おきゃくさん/きゃく                                                 てんいん    

おきゃくさん￣/きゃく￣                てんいん￣ 

okyaku-san/kyaku                                                          ten’in                                                                                                                                                                                                             

customers                                                                         clerk  

покупатель/клиент                           продавец 

                           

いくらですか                             ~ を ください                                   ~  が ほしですか                         

い﹁くらですか        ~  を くださ﹁い            ~ が ほし﹁ですか 
Ikura desu ka           ~  o kudasai                                        ~  ga hoshii desu     

How much                                give me ~                                                 I want  ~     

Cколько стоит                            Дайте мне пожалуйста                      Я хочу             

 かいもの（を）します          ~  を かいます                               はらいます   

かいもの（を）しま﹁す   ~ を かいま﹁す                  はらいま﹁す     
kaimono o shimasu      ~  o kaimasu            haraimasu        
to do shopping                                  to buy                                             to pay 
делать покупки покупать                                               платить   
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  かいもの                                                                                                           

         

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
わたしのことばリスト 



           そのほかのことば 

 

 

 

～ねん 
~ nen 
year 
год 

～がつ 
~ gatsu 
month 
месяц 

～にち 
~ nichi 

day 
день 

日 
にちようび 

にちよ﹁うび 
nichiyoobi 

Sunday 
Воскресенье 

月 
げつようび 

げつよ﹁うび 
getsuyoobi 

Monday 
Понедельник 

火 
かようび 

かよ﹁うび 
kayoobi 
Tuesday 
Вторник 

水 
すいようび 

すいよ﹁うび 
suiyoobi 

Wednesday 
Среда 

木 
もくようび 

もくよ﹁うび 
mokuyoobi 

Thusday 
Четверг 

金 
きんようび 

きんよ﹁うび 
kin'yoobi 

Friday 
Пятница 

土 
どようび 

どよ﹁うび 
doyoobi 
Saturday 
Суббота 

1 日 
ついたち* 

ついたち﹁ 
tsuitachi 

2 日 
ふつか* 

ふつか￣ 
futsuka 

3 日 
みっか* 

みっか￣ 
mikka 

4 日 
よっか* 

よっか￣ 
yokka 

5 日 
いつか* 

いつか￣ 
itsuka 

6 日 
むいか* 

むいか￣ 
muika 

7 日 
なのか* 

なのか￣ 
nanoka 

8 日 
ようか* 

ようか￣ 
yooka 

9 日 
ここのか* 

ここのか﹁/こ

このか 
kokonoka 

10 日 
とおか* 

とおか￣ 
tooka 

11 日 
じゅういちに

ち 

じゅういちにち﹁ 
juu-ichi-nichi 

12 日 
じゅうににち 

じゅうににち﹁ 
juu-ni-nichi 

13 日 
じゅうさんに

ち 

じゅうさ﹁んにち 

juu-san-nichi 

14 日 
じゅうよっか* 

じゅ﹁うよっ

か￣ 
juu-yokka 

15 日 
じゅうごにち 

じゅうご﹁に

ち 
juu-go-nichi 

16 日 
じゅうろくにち 

じゅうろくにち

﹁ 
juu-roku-nichi 

17 日 
じゅうしちに

ち 

じゅうしちにち﹁ 
juu-shichi-nichi 

18 日 
じゅうはちに

ち 

じゅうはちにち﹁ 
juu-hachi-nichi 

19 日 
じゅうくにち 

じゅうく﹁に

ち 
juu-ku-nichi 

20 日 
はつか* 

はつか￣ 
hatsuka 

21 日 
にじゅういちにち 

に﹁じゅういち

にち﹁ 
nijuu-ichi-nichi 

22 日 
にじゅうににち 

に﹁じゅうに

﹁にち 

nijuu-ni-nichi 

23 日 
にじゅうさんにち 

に﹁じゅうさ

﹁んにち 

nijuu-san-nichi 

24 日 
にじゅうよっか* 

に﹁じゅうよ

っか￣ 

nijuu-yokka 

25 日 
にじゅうごに

ち 

に﹁じゅうご

﹁にち 

nijuu-go-nichi 

26 日 
にじゅうろくにち 

に﹁じゅうろ

くにち﹁ 
nijuu-roku-nichi 

27 日 
にじゅうしちにち 

に﹁じゅうし

ちにち﹁ 
nijuu-shichi-
nichi 

28 日 
にじゅうはちにち 

に﹁じゅうはち

にち﹁ 
nijuu-hachi-
nichi 

29 日 
にじゅうくにち 

に﹁じゅうく

﹁にち 

nijuu-ku-nichi 

30 日 
さんじゅうにち 

さんじゅ﹁う

にち 

sanjuu-nichi 

31 日 
さんじゅうい

ちにち 

さ﹁んじゅう

いちにち﹁ 
sanjuu-ichi-
nichi 

    

ひ 

ひ﹁/ひ￣ 
hi 
day 
день 

おととい 

おとと﹁い/お

ととい￣ 
ototoi 
the day before 
yesterday 
позавчера 

きのう 

きの﹁う 
kinoo 
yesterday 
вчера 
 

きょう 

きょ﹁う 
kyoo 
today 
сегодня 

あした 

あした﹁ 
ashita 
tomorrow 
завтра 

あさって 

あさ﹁って 
asatte 
the day after 
tomorrow 
послезавтра 

まいにち 

ま﹁いにち 
mainichi 
everyday 
каждый день 

その

ほか 

カレンダー           カレ﹁ンダー         karendaa            calendar календарь 

＊とくべつなよみかた 

tokubetsuna yomikata 



                  そのほかのことば 

 

 

  

 

はる 

は﹁る 
haru 
spring 
весна 

なつ 

なつ﹁ 
natsu 
summer 
лето 

あき 

あ﹁き 
aki 
autumn 
осень 

ふゆ 

ふゆ﹁ 
fuyu 
winter 
зима 

1 月 いちがつ 

いちがつ﹁ 
ichi-gatsu 
January 
Январь 

2 月 にがつ 

にがつ﹁ 
ni-gatsu 
February 
Феварль 

3 月 さんがつ 

さ﹁んがつ 
san-gatsu 
March 
Март 

4 月 しがつ 

しがつ﹁ 
shi-gatsu 
April 
Апрель 

5 月 ごがつ 

ご﹁がつ 
go-gatsu 
May 
Май 

6 月 ろくがつ 

ろくがつ﹁ 
roku-gatsu 
June 
Июнь 

7 月 しちがつ 

しちがつ﹁ 
shichi-gatsu 
July 
Июль 

8 月 はちがつ 

はちがつ﹁ 
hachi-gatsu 
August 
Август 

9 月 くがつ 

く﹁がつ 
ku-gatsu 
September 
Сентябрь 

10 月 じゅうがつ 

じゅうがつ﹁ 
juu-gatsu 
October 
Октябрь 

11 月 じゅういちがつ 

じゅういちがつ﹁ 
juu-ichi-gatsu 
November 
Ноябрь 

12 月 じゅうにがつ 

じゅうにがつ﹁ 
juu-ni-gatsu 
December 
Декабрь 

しゅう 

しゅ﹁う 
shuu 
week 
неделя 

せんしゅう 

せんしゅう￣ 
senshuu 
last week 
прошлая неделя 

こんしゅう 

こんしゅう￣ 
konshuu 
this week 
эта неделя 

らいしゅう 

らいしゅう￣ 
raishuu 
next week 
следующая неделя 

まいしゅう 

まいしゅう￣ 
maishuu 
every week 
каждая неделя 

つき 

つき﹁ 
tsuki 
month 
месяц 

せんげつ 

せ﹁んげつ 
sengetsu 
last month 
прошлый месяц 

こんげつ 

こんげつ￣ 
kongetsu 
this month 
этот месяц 

らいげつ 

ら﹁いげつ 
raigetsu 
next month 
следующий месяц 

まいつき 

まいつき￣ 
maitsuki 
every month 
каждый месяц 

とし 

とし﹁ 
toshi 
year 
год 

きょねん 

きょ﹁ねん 
kyonen 
last year 
прошлый год 

ことし 

ことし￣ 
kotoshi 
this year 
этот год 

らいねん 

らいねん￣ 
rainen 
next year 
следующий год 

まいとし 

まいとし￣ 
maitoshi 
every year 
каждый год 

その

ほか 

きせつ           き﹁せつ/きせ﹁つ         kisetsu            season    время года/сезон 



 

 そのほかのことば 

 

あさ 
あ﹁さ 

asa 
morning 
утро 

ひる 
ひる﹁ 

hiru 
daytime 
день/дневное время 

よる 
よ﹁る 

yoru 
evening/night 
вечер/ночь 

ごぜん 
ご﹁ぜん 

gozen 
a.m./morning 
до полудня 

ごご 
ご﹁ご 

gogo 
p.m./afternoon 
после полудня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつ 
い﹁つ 

itsu 
when 
когда 

なんじ 
な﹁んじ 

nan-ji 
what time 
во сколько 

～じ 
～じ 

~ ji 
o'clock 
… часов 

～はん 
～は﹁ん 

~ han 
half past/half 
половина/пол.. 

～ふん/ぷん 
～ふ﹁ん/ぷ﹁ん 

~ fun/pun 
minute 
… минут 

～ごろ 
～ご﹁ろ 

~ goro 
about 
приблизительно .. 

1:00       いちじ 

いち﹁じ 
ichi-ji 

2:00 にじ 

に﹁じ 
ni-ji 

3:00 さんじ 

さ﹁んじ 
san-ji 

4:00 よじ 

よ﹁じ 
yo-ji 

5:00 ごじ 

ご﹁じ 
go-ji 

6:00 ろくじ 

ろく﹁じ 
roku-ji 

7:00 しちじ 

しち﹁じ 
shichi-ji 

8:00 はちじ 

はち﹁じ 
hachi-ji 

9:00 くじ 

く﹁じ 
ku-ji 

10:00 じゅうじ 

じゅ﹁うじ 
juu-ji 

11:00 じゅういちじ 

じゅういち﹁じ 
juu-ichi-ji 

12:00 じゅうにじ 

じゅうに﹁じ 
juu-ni-ji 

その

ほか 

                           じかん  じかん￣  jikan  time  время 



           そのほかのことば 

 

 

 

じかん￣ 

じかん 
jikan    hour 
час 

いちじかん 

いちじ﹁かん 
ichi-jikan    one hour 
один час 

なんじかん 

なんじ﹁かん 
nan-jikan    how many hours 
сколько часов 

ひ 

ひ﹁/ひ￣ 

hi    day 
день 

いちにち 

いちにち﹁ 
ichi-nichi    one day 
один день 

なんにち 

な﹁んにち 
nan-nichi    how many days 
сколько дней 

しゅう 

しゅ﹁う 
shuu    week   
неделя   

いっしゅうかん 

いっしゅ﹁うかん 
isshuu-kan    one week 
одна неделя 

なんしゅうかん 

なんしゅ﹁うかん 
nan-shuu-kan    how many weeks 
сколько недель 

つき 

つき﹁ 
tsuki    month 
месяц 

いっかげつ 

いっか﹁げつ 
ikka-getsu    one month 
один месяц 

なんかげつ 

なんか﹁げつ 
nan-ka-getsu    how many months 
сколько месяцев 

とし 

とし﹁ 
toshi    year 
год 

いちねん 

いち﹁ねん 
ichi-nen    one year 
один год 

なんねん 

な﹁んねん 
nan-nen    
сколько лет 

うえ 

うえ￣ 

ue     on/above  
над/наверху 

まえ 

ま﹁え 
mae     front 
перед 

なか 

な﹁か 
naka     in/inside 
в/внутри 

した 

した￣（～のした﹁） 

shita    under/below 
под/внизу 

うしろ 

うしろ￣ 
ushiro     back/behind 
сзади 

そと 

そ﹁と  
soto      out/outside  
вне/за пределами    

ちかく 

ちか﹁く/ち﹁かく 
chikaku    near/close 
около/вблизи 

となり 

となり￣ 
tonari     next to 
рядом 

よこ 

よこ￣ 
yoko      beside 
возле 

たくさん 

たくさん￣ 
takusan 
many/much 
много 

すこし 

すこ﹁し 
sukoshi 
a little/a few 
немного 

ちょっと 

ちょ﹁っと 
chotto 
a little/a few 
несколько/чуть 

あまり 

あまり￣ 
amari 
little/few 
не очень/не так 

ぜんぜん 

ぜんぜん￣ 
zenzen 
not at all 
совсем 

いち      いち         ichi position/location расположение/местонахождение 

りょう       りょ﹁う         ryoo volume объем 

その

ほか 



           そのほかのことば 

 

いつも 

い﹁つも 
itsumo 
always 
всегда 

よく 

よ﹁く 
yoku 
often 
часто 

ときどき 

ときどき￣ 
tokidoki 
sometimes 
иногда 

あまり 

あまり￣ 
amari 
little/few 
не очень/не так 

ぜんぜん 

ぜんぜん￣ 
zenzen 
not at all 
совсем 

 

 
1 

いち 

いち﹁ 
ichi 

10 

じゅう 

じゅ﹁う 
juu 

100 

ひゃく 

ひゃく﹁ 
hyaku 

1,000 

せん 

せ﹁ん 
sen 

2 

に 

に﹁ 
ni 

20 

にじゅう 

に﹁じゅう 
nijuu 

200 

にひゃく 

にひゃく﹁ 
nihyaku 

3,000 

さんぜん 

さんぜ﹁ん 
sanzen 

3 

さん 

さん￣ 
san 

30 

さんじゅう 

さ﹁んじゅう 
sanjuu 

300 

さんびゃく 

さ﹁んびゃく 
sanbyaku 

5,000 

ごせん 

ごせ﹁ん 
gosen 

4 

よん/し 

よ﹁ん/し﹁ 
yon/shi 

40 

よんじゅう 

よ﹁んじゅう 
yonjuu 

400 

よんひゃく 

よ﹁んひゃく 
yonhyaku 

8,000 

はっせん 

はっせ﹁ん 
hassen 

5 

ご 

ご﹁ 
go 

50 

ごじゅう 

ごじゅ﹁う 
gojuu 

500 

ごひゃく 

ごひゃく﹁ 
gohyaku 

10,000 

いちまん 

いちま﹁ん 
ichiman 

6 

ろく 

ろく﹁ 
roku 

60 

ろくじゅう 

ろくじゅ﹁う 
rokujuu 

600 

ろっぴゃく 

ろっぴゃく﹁ 
roppyaku 

50,000 

ごまん 

ごま﹁ん 
goman 

7 

なな/しち 

な﹁な/しち﹁ 
nana/shichi 

70 

ななじゅう 

なな﹁じゅう 
nanajuu 

700 

ななひゃく 

なな﹁ひゃく 
nanahyaku 

100,000 

じゅうまん 

じゅうま﹁ん 
juuman 

8 

はち 

はち﹁ 
hachi 

80 

はちじゅう 

はちじゅ﹁う 
hachijuu 

800 

はっぴゃく 

はっぴゃく﹁ 
happyaku 

1,000,000 

ひゃくまん 

ひゃくま﹁ん 
hyakuman 

9 

きゅう/く 

きゅ﹁う/く﹁ 
kyuu/ku 

90 

きゅうじゅう 

きゅ﹁うじゅう 
kyuujuu 

900 

きゅうひゃく 

きゅ﹁うひゃく 
kyuuhyaku 

 

 

その

ほか 

ひんど           ひ﹁んど         hindo frequency частота 

かず           か﹁ず         kazu             number     частота 



          そのほかのことば 

                  *とくべつな よみかた 

                                                                   tokubetsuna yomikata 

 

  

  

 

     

1 
いち 

いち﹁ 

ichi 

ひとつ＊ 

ひと﹁つ 

hitotsu 

いっこ＊ 

い﹁っこ 

ikko 

ひとり＊ 

ひと﹁り 

hitori 

いっさつ＊ 

いっさつ﹁ 

issatsu 

いっぽん＊ 

い﹁っぽん 

ippon 

いちまい 

いち﹁まい 

ichi-mai 

いっさい＊ 

い﹁っさい 

issai 

2 
に 

に﹁ 
ni 

ふたつ＊ 

ふたつ﹁ 
futatsu 

にこ 

に﹁こ 
ni-ko 

ふたり＊ 

ふたり﹁ 
futari 

にさつ 

に﹁さつ 
ni-satsu 

にほん 

に﹁ほん 
ni-hon 

にまい 

に﹁まい 
ni-mai 

にさい 

に﹁さい 
ni-sai 

3 
さん 

さん￣ 
san 

みっつ＊ 

みっつ﹁ 

mittsu 

さんこ 

さ﹁んこ 

san-ko 

さんにん 

さんに﹁ん 

san-nin 

さんさつ 

さ﹁んさつ 

san-satsu 

さんぼん＊ 

さ﹁んぼん 

san-bon 

さんまい 

さ﹁んまい 

san-mai 

さんさい 

さ﹁んさい 

san-sai 

4 
よん/し 

よ﹁ん/し﹁ 
yon/shi 

よっつ＊ 

よっつ﹁ 
yottsu 

よんこ 

よ﹁んこ 
yon-ko 

よにん 

よに﹁ん 
yo-nin 

よんさつ 

よ﹁んさつ 
yon-satsu 

よんほん 

よ﹁んほん 
yon-hon 

よんまい 

よ﹁んまい 
yon-mai 

よんさい 

よ﹁んさい 
yon-sai 

5 
ご 

ご﹁ 
go 

いつつ＊ 

いつ﹁つ 
itsutsu 

ごこ 

ご﹁

こ 
go-ko 

ごにん 

ごに﹁ん 
go-nin 

ごさつ 

ご﹁さつ 
go-satsu 

ごほん 

ごほん￣ 
go-hon 

ごまい 

ごまい￣ 
go-mai 

ごさい 

ご﹁さい 
go-sai 

6 
ろく 

ろく﹁ 
roku 

むっつ＊ 

むっつ﹁ 
muttsu 

ろっこ＊ 

ろ﹁っこ 
rokko 

ろくにん 

ろく﹁にん 
roku-nin 

ろくさつ 

ろく﹁さつ 
roku-satsu 

ろっぽん＊ 

ろ﹁っぽん 
roppon 

ろくまい 

ろく﹁まい 
roku-mai 

ろくさい 

ろく﹁さい 
roku-sai 

7 

なな/しち 

な﹁な/ 

しち﹁ 

nana/shichi 

ななつ＊ 

なな﹁つ 
nanatsu 

ななこ 

なな﹁こ 
nana-ko 

しちにん/ 

ななにん 

しち﹁にん 

/なな﹁にん 

shichi-nin/ 
nana-nin 

ななさつ 

なな﹁さつ 
nana-satsu 

ななほん 

なな﹁ほん 
nana-hon 

ななまい 

なな﹁まい 
nana-mai 

ななさい 

なな﹁さい 
nana-sai 

8 

はち 

はち﹁ 

hachi 

やっつ＊ 

やっつ﹁ 

yattsu 

はちこ/ 

はっこ＊ 

はち﹁こ/  

は﹁っこ 

hachi-ko/hakko 

はちにん 

はち﹁にん 

hachi-nin 

はっさつ＊ 

は﹁っさつ 

hassatsu 

はっぽん＊ 

は﹁っぽん 

happon 

はちまい 

はち﹁まい 

hachi-mai 

はっさい＊ 

は﹁っさい 

hassai 

9 

きゅう/く 
きゅ﹁う/ 

く﹁ 

kyuu/ku 

ここのつ＊ 

ここ﹁のつ 
kokonotsu 

きゅうこ 

きゅ﹁うこ 
kyuu-ko 

きゅうにん 

きゅ﹁うにん 

kyuu-nin 

きゅうさつ 

きゅ﹁うさつ 

kyuu-satsu 

きゅうほん 

きゅ﹁うほん 
kyuu-hon 

きゅうまい 

きゅ﹁うまい 
kyuu-mai 

きゅうさい 

きゅ﹁うさい 

kyuu-sai 

10 
じゅう 

じゅ﹁う 
juu 

とお＊ 

と﹁お 
too 

じゅっこ＊ 

じゅ﹁っこ 
jukko 

じゅうにん 

じゅ﹁うにん 

juu-nin 

じゅっさつ＊ 

じゅっさつ﹁ 

jussatsu 

じゅっぽん＊ 

じゅ﹁っぽん 

juppon 

じゅうまい 

じゅ﹁うまい 
juu-mai 

じゅっさい＊ 

じゅ﹁っさい 

jussai 

～つ 
~ tsu 

～こ 
~ ko 

～にん 
~ nin 

～さつ 
~ satsu 

～ほん/～ぼん

/～ぽん 
~hon/pon/bon 

～まい 
~ mai 
 

～さい 
~ sai 

いくつ 

い﹁くつ 

ikutsu 

なんこ 

な﹁んこ 

nan-ko 

なんにん 

な﹁んにん 

nan-nin 

なんさつ 

な﹁んさつ 

nan-satsu 

なんぼん 

な﹁んぼん 

nan-bon 

なんまい 

な﹁んまい 

nan-mai 

なんさい 

な﹁んさい 

nan-sai 

～ぐらい 

～ぐ﹁らい 
~ gurai 

その

ほか 


