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『まるごと　日本のことばと文化』初級2（A2）＜りかい＞

ごいインデックス　Перечень слов （掲載順　Порядок публикации ）

か ことば かんじ アクセント ロシアご スクリプト

あいます 【あう1】 会います あいま￢す встречаться

あかちゃん (赤ちゃん) あ￢かちゃん малыш, новорожденный
あき 秋 あ￢き осень

あきひこ／あきひこさん 秋彦／秋彦さん
あき￢ひこ／
あき￢ひこさん

Акихико (японское мужское имя)

あたらしい(あたらしく) 新しい(新しく)
あたらし￢い
(あたらし￢く)

новый

あなた あな￢た Вы, ты
あに 兄 あ￢に (мой) старший брат

アパート アパ￢ート
квартира (как правило, съемная),
многоквартирный дом

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Абэ (японская фамилия)
あまり あまり￣ не очень, не особо
あめ 雨 あ￢め дождь

あります 【ある1】 ありま￢す
находиться, быть
(о неодушевленных предметах)

いい い￢い хороший
いえ 家 いえ￢ дом
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す идти

いしかわ／いしかわさん (石川／石川さん)
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Исикава (японская фамилия)

いちばん 一番 いちばん￣ самый
いちばんめ １番目 いちばんめ￢ первый

いちろう／いちろうさん (一郎／一郎さん)
いちろう￣／
いちろうさん￣

Итиро (японское мужское имя)

いつも い￢つも всегда
いま 今 い￢ま сейчас

います 【いる2】 いま￢す
быть, существовать
(об одушевленных предметах)

いままでに 今までに いまま￢でに до настоящего времени
いみ 意味 い￢み смысл
いもうと 妹 いもうと￢ (моя) младшая сестра
インド イ￢ンド Индия
うえ 上 うえ￣、うえ￢ на, верх
うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す родиться
うみ 海 う￢み море
え 絵 え￢ картина
えいご 英語 えいご￣ английский язык
ええ ――― да
おおきい 大きい おおき￢い большой
おおさか 大阪 おおさか￣ город Осака
おかし(かし) おか￢し сладости
おくに(くに) お国(国) おくに￣ (ваша, чья-то) страна ス

おしごと(しごと) お仕事(仕事) おし￢ごと (ваша, чья-то) работа ス

おとうと 弟 おとうと￢ (мой) младший брат
おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ мальчик
おば おば￣ моя тетя
かいしゃ 会社 かいしゃ￣ фирма, компания
かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん работник фирмы
かいてき(な) かいてき￣ удобный, уютный
かいます 【かう1】 買います かいま￢す покупать
かいもの(します) (【する3】) 買い物(します) かいもの￣ покупки(делать покупки)
かざります 【かざる1】 かざりま￢す украшать
かぜ 風 かぜ￣ ветер
がつ ～月 ――― месяц
がっこう 学校 がっこう￣ школа

“Mapyroтo.  Япoнский язык и культура”
начальный  уровень 2 A2 “Понимание”
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か ： ことばを はじめて 見る か　　　　ことば ： 1・2・3 ＝どうしの グループ　　　　かんじ ： （　　　）＝この 本では かな書き　　　ス ： スクリプトだけの ことば
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か ことば かんじ アクセント ロシアご スクリプト

カナダ カ￢ナダ Канада
かわ 川 かわ￢ река

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Каваи (японская фамилия)

かんだ 神田 かんだ￣ Канда - район в Токио ス

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す стараться
き 木／樹 き￢ дерево
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す слушать
きょうだい (兄弟) きょ￢うだい брат, сестра, братья и сестры
クアラルンプール クアラルンプ￢ール Куала-Лумпур (столица Малайзии)
くに 国 くに￣、～くに￢ страна
ケーキ ケ￢ーキ пирожное, торт
げんき(な) 元気(な) げ￢んき бодрый, здоровый
けんこう(な) けんこう￣ здоровье

けんた／けんたさん 健太／健太さん
け￢んた／
け￢んたさん

Кэнта (японское мужское имя)

こ 子 こ￣ ребенок
こたえ こた￢え ответ

こと (事) こと￢
дело, факт, обстоятельство; грам. субстантиват
ор

ことし 今年 ことし￣ этот год
こども 子ども こども￣ ребенок
さい ～￢さい ～лет (счетный суффикс для возраста)
さいきん さいきん￣ в последнее время
さいたま (埼玉) さ￢いたま префектура Сайтама

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Сайто (японская фамилия)

さっか 作家 さっか￣ писатель
ざっし ざっし￣ журнал

さん／～さん ―――
～сан
(вежливый суффикс, "господин", "госпожа")

じこしょうかい 自己紹介 じこしょ￢うかい рассказ о себе
しごと 仕事 しごと￣ работа
しずか(な) 静か(な) し￢ずか тихий
しずか／しずかさん (静／静さん) し￢ずか／し￢ずかさん Сидзука (японское женское имя)
しぜん 自然 しぜん￣ природа
した 下 した￣(～のした￢) под, низ
しつもん しつもん￣ вопрос
じどうしゃ 自動車 じどうしゃ￣ машина
します 【する3】 しま￢す делать, совершать
しゅくだい しゅくだい￣ домашнее задание
しゅっしん しゅっしん￣ место, откуда вы родом
しゅみ しゅ￢み хобби
しょうせつ (小説) しょうせつ￣ роман
しんぱい(します) (【する3】) しんぱい￣ беспокойство (беспокоиться)
スーパー ス￢ーパー супермаркет
すき(な) 好き(な) すき￢ любимый
スキー スキ￢ー лыжи ス

スポーツ スポ￢ーツ спорт
すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す жить, проживать
せんげつ 先月 せ￢んげつ прошлый месяц
せんしゅう 先週 せんしゅう￣ прошлая неделя
そう そ￢う、そう￣ так
ソファ ソ￢ファ диван
たいき／たいきさん 大樹／大樹さん た￢いき／た￢いきさん Тайки (японское мужское имя)
たいせつ(な) たいせつ￣ важный

たなか／たなかさん (田中／田中さん)
たなか￣／
たなかさん￣

Танака (японская фамилия)

たのしい 楽しい たのし￢い веселый
ダンス ダ￢ンス танец
ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く около, поблизости
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か ことば かんじ アクセント ロシアご スクリプト

ちゃん／～ちゃん ―――
～тян ( уменьшительно-ласкательный суффик
с, -оньк, -еньк, -очк и т.д. )

ス

つぎ つぎ￢ следующий, в следующий раз
つよい つよ￢い сильный
てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す помогать
でも で￢も но, однако, хотя
デリー デ￢リー г. Дели
てんき 天気 て￢んき погода
でんしじしょ (電子じしょ) でんしじ￢しょ электронный словарь
とき (時) とき￢ время
どくしょ 読書 ど￢くしょ чтение
どこ ど￢こ где
ところ (所) ところ￢ место
ともだち 友だち ともだち￣ друг, друзья
どろ どろ￢ грязь
どんな ど￢んな какой
なに／なん 何 な￢に／な￢ん что
なまえ 名前 なまえ￣ имя
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す учиться
なります  【なる1】 なりま￢す становиться
にがて(な) 苦手(な) にがて￣ слабая сторона, быть слабым в чем-то
にん／～にん ～人 ――― ～человек (счетный суффикс)

のぞみ／のぞみちゃん
のぞみ￣／
のぞみちゃん￣

Нодзоми (японское женское имя) ス

のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Нода (японская фамилия)
パーティー パ￢ーティー вечеринка
バウムクーヘン バウムク￢ーヘン баумкухен (немецкая выпечка)
はじめまして はじめま￢して рад с вами познакомиться
はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す работать
はなし 話 はなし￢ разговор
はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す разговаривать
バンガロール バンガロ￢ール г. Бангалор
ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ суффикс для порядкового номера
ひ 日 ひ￢、ひ￣ день
ピーマン ピ￢ーマン перец (болгарский)
ひと 人 ひと￣、～ひと￢ человек
びょうき 病気 びょうき￣ болезнь
ふたり ２人／二人 ふたり￢ двое (два человека)
へや へや￢ комната
べんきょう(します) (【する3】) 勉強(します) べんきょう￣ занятия, учение, учёба (учить(ся), заниматься)
ホープ ホ￢ープ надежда (англ.)
ほか ほか￣ кроме, другой
ほしい ほし￢い хотеть
ほん 本 ほ￢ん книга
ほんや 本屋 ほ￢んや книжный магазин
まあ ま￢あ межд. "ну да", "что-то вроде" ス

まこと／まことさん 誠／誠さん まこと￣／まことさん￣ Макото (мужская фамилия)
まじめ(な) まじめ￣ серьезный
まち 町 まち￢ город
マンガ マンガ￣ манга
みせ 店 みせ￢ ресторан, лавка, магазин
みどり み￢どり зеленый ス

みます 【みる2】 見ます みま￢す смотреть
むすこ むすこ￣ мой сын
むらかみはるき 村上春樹 むらかみは￢るき Харуки Мураками (японский писатель)
もの もの￢ вещь
やくそく やくそく￣ обещание, уговор, договоренность
やさい 野菜 やさい￣ овощи
やさしい やさしい￣、やさし￢い простой, добрый
やすみ 休み やすみ￢ выходной, отпуск, каникулы
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か ことば かんじ アクセント ロシアご スクリプト

やまだ／やまださん (山田／山田さん)
やまだ￣／
やまださん￣

Ямада (японская фамилия)

ゆうめい(な) 有名(な) ゆうめい￣ известный
よく よ￢く часто
よく よ￢く хорошо
りょこう(します) (【する3】) 旅行(します) りょこう￣ путешествие, поездка (путешествовать)
レストラン レ￢ストラン ресторан
わすれます 【わすれる2】 わすれま￢す забывать
わたし 私 わたし￣ я
ああ ――― А-а
あし 足 あし￢ нога
あそこ あそこ￣ вон там
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す развлекаться, играть
あたま 頭 あたま￢ голова
あたまが いい 頭が いい あたま￢が い￢い умный
あね 姉 あね￣ (моя) старшая сестра
あの あの￣ тот
あまい あまい￣、あま￢い сладкий
ありがとう あり￢がとう спасибо
いっしょに いっしょに￣ вместе
いぬ いぬ￢ собака
いもうとさん 妹さん いもうとさん￣ (ваша, чья-то) младшая сестра
うた 歌 うた￢ песня
うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す петь
うち (家) うち￣ дом
うれしい うれし￢い радостный, веселый
え／えっ ――― междометие "что", выражает удивление
おいしい おいしい￣、おいし￢い вкусный
おくさん お￢くさん ваша, чья-то жена
おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す проводить
おこさん お子さん おこさん￣ (ваш, чей-то) ребенок
おとうさん お父さん おと￢うさん (ваш, чей-то) отец
おとうとさん 弟さん おとうとさん￣ (ваш, чей-то) младший брат
おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ мужчина (вежливо)
おなじ 同じ おなじ￣ одинаковый
おにいさん お兄さん おに￢いさん (ваш, чей-то) старший брат
おねえさん お姉さん おね￢えさん (ваша, чья-то) старшая сестра
おまごさん おまごさん￣ (ваши, чьи-то) внуки
おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す думать
おもしろい おもしろ￢い интересный
およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す плавать
おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ женщина (вежливо)
がくせい 学生 がくせい￣ студент
かけます（めがねを） 【かける2】 かけま￢す надевать (очки)
かぞく 家族 か￢ぞく семья
かぶります 【かぶる1】 かぶりま￢す надевать (шляпу)
かみ かみ￢ волосы
かります 【かりる2】 借ります かりま￢す брать взаймы, снимать
カレー カレー￣ карри
かわいい かわい￢い хорошенький, миленький
かんこく 韓国 か￢んこく Южная Корея
かんたん(な) かんたん￣ простой
きびしい(きびしく) きびし￢い(きび￢しく) жестокий, суровый
きます 【きる2】 着ます きま￢す надевать
きます 【くる3】 来ます きま￢す приходить
きょう 今日 きょ￢う сегодня
きります 【きる1】 きりま￢す резать
きれい(な) き￢れい красивый
くつ くつ￢ туфли, обувь
けんめい 件名 けんめい￣ тема
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か ことば かんじ アクセント ロシアご スクリプト

コート コ￢ート пальто
ごしゅじん ごしゅ￢じん (ваш, чей-то) муж
こどもたち 子どもたち こども￢たち дети
このあいだ このあいだ￣ на днях
こんしゅう 今週 こんしゅう￣ эта неделя
こんにちは こんにちは￢ добрый день, здравствуйте
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Сато (японская фамилия)
ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ J-pop, японская поп-музыка
しゃしん 写真 しゃしん￣ фотография
じょうず(な) 上手(な) じょうず￢ умелый, ловкий
しょくじ 食事 しょくじ￣ еда, прием пищи
しります 【しる2】 知ります しりま￢す знать
スーツ ス￢ーツ костюм
スカート スカ￢ート юбка
すこし 少し すこ￢し немного

すずき／すずきさん
すずき￣／
すずきさん￣

поразительный

すわります 【すわる1】 すわりま￢す садиться
せ せ￢ спина, рост
セーター セ￢ーター свитер
せんせい 先生 せんせ￢い учитель
そして そして￣ затем, потом
その その￣ тот
そんな そんな￣ так
たかい 高い たか￢い дорогой
たち／～たち ～たち ――― суффикс мн. числа
たちます 【たつ1】 たちま￢す стоять
たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す есть, кушать
ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す отличаться
ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (мой) отец
ちょっと ちょ￢っと на минуточку, ненадолго

できます（ともだちが） 【できる2】
できます（友だち
が）

できま￢す заводить (друзей)

どう ど￢う как
ときどき ときどき￢ иногда

とくい(な) とく￢い
сильная сторона, конек,
быть сильным в чем-либо

とくに (特に) と￢くに в частности
とても／とっても とても￣／とっても￣ очень
どの ど￢の какой, который (из многих)
どようび 土よう日 どよ￢うび суббота
とります(しゃしんを) 【とる1】 とりま￢す фотография (фотографировать)
ながい(ながく) 長い(長く) なが￢い(な￢がく) длинный, продолжительный (длинно, долго)

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Накамура (японская фамилия)

なきます 【なく1】 なきま￢す плакать
にます 【にる2】 にま￢す быть похожим
ネクタイ ネ￢クタイ галстук
ネックレス ネ￢ックレス ожерелье
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す пить
はきます 【はく1】 はきま￢す надевать (ботинки, брюки, юбку и т.д.)
はじめて はじ￢めて впервые
はな 花 はな￢ цветы
はな はな￣ нос
はは 母 は￢は (моя) мать
ひくい 低い ひく￢い низкий
ひとり １人／一人 ひと￢り один человек
ぼうし ぼうし￣ шапка
ほら ――― Смотри!
まえ 前 ま￢え перед
まご まご￢ внук
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か ことば かんじ アクセント ロシアご スクリプト

また また￢ снова
みじかい(みじかく) 短い(短く) みじか￢い(みじか￢く) короткий (коротко)
むすこさん むすこさん￣ ваш (чей-то) сын
め 目 め￢ глаза
メール メール￣ электронное письмо
めがね め￢がね очки
もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す держать (в руках)
もらいます 【もらう1】 もらいま￢す получать
やすい 安い やす￢い дешевый
りょうり 料理 りょ￢うり еда, блюда
りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ турфирма
わらいます 【わらう1】 わらいま￢す смеяться, улыбаться
あ ――― да? (удивл.)
アイスティー アイス￢ティー холодный чай
あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す поднимать
あたたかい あたたか￢い теплый
あたり あ￢たり окрестности
あと 後 あ￢と после
アレルギー アレ￢ルギー аллергия
いいます 【いう1】 言います いいま￢す говорить
うんてん(します) (【する3】) 運転(します) うんてん￣ вождение (водить машину)
うんどう(します) (【する3】) (運動(します)) うんどう￣ физкультура (заниматься физкультурой)
えび えび￣ креветки
エビフライ エビフ￢ライ креветки в кляре
おおい 多い お￢おい многочисленный
おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ гость, клиент
おさけ(さけ) お酒(酒) おさけ￣ алкогольный напиток
おすし(すし) おす￢し суси ス

おすすめ おすすめ￣
совет, рекомендация
(в ресторане - рекомендуемое блюдо)

おなか おなか￣ живот
おねがいします お願いします おねがいしま￢す прошу Вас
かい か￢い моллюск
かき か￢き устрица
かに かに￣ краб
からだ 体 からだ￣ тело, организм
きせつ き￢せつ сезон, время года
きのう きの￢う、きのう￣ вчера
きゃく 客 きゃく￣ гость, клиент
ぎゅうにく 牛肉 ぎゅうにく￣ говядина
くだもの くだ￢もの фрукты
グラム／～グラム ～グ￢ラム грамм
くるま 車 くるま￣ машина
こうちゃ こうちゃ￣ черный чай
コーヒー コーヒ￢ー кофе
コーラ コ￢ーラ кола
コーンスープ コーンス￢ープ кукурузный суп
ここ ここ￣ здесь
ごちゅうもん(ちゅうもん) ご注文(注文) ごちゅうもん￣ заказ
この この￣ этот
これ これ￣ это
これから これから￣ теперь, с этого момента
さかな 魚 さかな￣ рыба
さしみ さしみ￢ сасими
さっき さ￢っき недавно, только что
さむい 寒い さむ￢い холодный
サラダ サ￢ラダ салат
シーフード シーフ￢ード морепродукты
シーフードサラダ シーフードサ￢ラダ салат с морепродуктами
ジム ジ￢ム гимнастический зал
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じゃあ じゃ￢あ ну-у
ジュース ジュ￢ース сок
スープ ス￢ープ суп
すききらい 好ききらい すき￢きらい вкусы (любимое и нелюбимое)
すきます 【すく1】 すきま￢す быть пустым
ステーキ ステ￢ーキ стейк
すみません すみませ￢ん извините
ソース ソ￢ース соус
だいじょうぶ(な) だいじょ￢うぶ в порядке, нормальный
たべもの 食べ物 たべ￢もの еда
たまご 卵 たま￢ご яйца
だめ(な) だめ￢ нельзя; негодный, неподходящий
ちいさい 小さい ちいさ￢い маленький
チキン チ￢キン курица
ちほう 地方 ち￢ほう、ちほ￢う местность, регион
ちゅうもん(します) (【する3】) 注文(します) ちゅうもん￣ заказ (заказывать)
つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す уставать
つめたい 冷たい つめたい￣、つめた￢い холодный
て 手 て￢ рука (ладонь)
テリヤキチキン テリヤキチ￢キン курица терияки
テリヤキビーフ テリヤキビ￢ーフ говядина терияки

てんぷら てんぷら￣
тэмпура (морепродукты или овощи, зажаренн
ые в кипящем масле)

ス

とうふ とうふ￢、とうふ￣ тофу
とりにく とり肉 とりにく￣ курица, курятина
なにか 何か な￢にか что-нибудь
なにも 何も なにも￣ ничего
なま 生 な￢ま сырой
なまやさい 生野菜 なまや￢さい сырые овощи
にく 肉 にく￢ мясо
にくりょうり 肉料理 にくりょ￢うり мясное блюдо
にんき 人気 にんき￣ популярный
のみもの 飲み物 のみ￢もの напитки
はい は￢い да
ビーフ ビ￢ーフ говядина
ビーフステーキ ビーフステ￢ーキ стейк из говядины
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ один
ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん обед
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ два
ぶたにく ぶた肉 ぶたにく￣ свинина
フライ フライ￣ фри
フルーツ フル￢ーツ фрукты
へえ ――― да? (удивл.)
ベジタリアン ベジタ￢リアン вегетарианец/вегетарианка
ポーク ポ￢ーク свинина

ほん／ぼん／ぽん ～本 ―――
счетный суффикс для цилиндрических предме
тов

まいあさ 毎朝 ま￢いあさ каждое утро
まいにち 毎日 ま￢いにち каждый день
みっつ ３つ／三つ みっつ￢ три
めずらしい めずらし￢い редкий
メニュー メ￢ニュー меню
ようしょく 洋食 ようしょく￣ европейская кухня
よかったら よ￢かったら если вам будет удобно, если вы не возражаете
りょう りょ￢う объем
ローストチキン ローストチ￢キン жареный цыпленок
ワイン ワ￢イン вино
わしょく 和食 わしょく￣ японская кухня
あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん завтрак
あじ 味 あじ￣ вкус
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あせ あ￢せ пот
あつい 熱い あつ￢い горячий
あの／あのう ――― междометие (эй, ну)
アメリカ アメリカ￣ Америка
アメリカじん アメリカ人 アメリカ￢じん американец
いけん (意見) い￢けん мнение

いただきます いただきま￢す
выражение, употребляемое перед началом еды
(аналог "приятного аппетита")

いつ い￢つ когда
いっぱい い￢っぱい полный
いれます 【いれる2】 入れます いれま￢す добавлять
いろいろ(な) いろいろ￣ различный, разный
インターネット インターネ￢ット Интернет
うん ――― да, ага
オーブントースター オーブント￢ースター тостер
おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す объяснять, рассказывать, учить
おちゃ(ちゃ) お茶(茶) おちゃ￣ чай
おっと 夫 おっと￣ (мой) муж
おと 音 おと￢ звук
おとを たてます 音を たてます おと￢を たてま￢す издавать звуки
オムレツ オムレツ￣ омлет
かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す возвращаться
かけます（しょうゆを） 【かける2】 かけま￢す посыпать, наливать
かた(たべかた) ～方(食べ方) ――― способ делать что-либо
かならず (必ず) かならず￣ обязательно, непременно ス

かにサラダ かにサ￢ラダ салат с крабом
かゆい かゆ￢い чешется
からい から￢い острый
かわきます 【かわく1】 かわきま￢す сушить

かんぱい(します) (【する3】) かんぱい￣
тост "ваше здоровье!"
(произнести тост, выпить за что-то)

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す решать
クイズ ク￢イズ тест, проверочная работа
くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Куно (японская фамилия)
けつあつ けつあつ￣ кровяное давление
こおり こおり￣ лёд
こくさい～ ――― международный

こくさいけっこん(します) (【する3】)
こくさい結婚(しま
す)

こくさいけ￢っこん межнациональный брак

こしょう こしょ￢う перец
ごはん ご飯 ご￢はん вареный рис
さとう さと￢う сахар
ざんねん(な) ざんね￢ん досадный, жаль
しお 塩 しお￢ соль
しょうゆ しょうゆ￣ соевый соус
しょっぱい しょっぱ￢い соленый
じん／～じん ～人 ～￢じん национальность
すごい(すごく) すご￢い(すご￢く) ужасный, жуткий
すっぱい すっぱ￢い кислый
ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ все, целиком
そのまま そのまま￣ как есть, в таком же виде
そば そ￢ば лапша соба (из гречневой муки)
それから それから￣ затем, потом
だいすき(な) 大好き(な) だ￢いすき очень любить, обожать
たくさん たくさん￣ много
たてます(おとを) 【たてる2】 たてま￢す издавать звуки
たとえば たと￢えば например ス

チーズ チ￢ーズ сыр
ちゃわん 茶わん ちゃわん￣ чашка
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ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ во время ～
ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく Китай
ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん китаец ス

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す использовать
つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す создавать, готовить
つけます(たれを) 【つける2】 つけま￢す добавлять, наливать (соус)
つま 妻 つ￢ま (моя) жена
デザート デザ￢ート десерт
でます 【でる2】 出ます でま￢す выходить
とうがらし とうが￢らし красный перец
どうぞ ど￢うぞ пожалуйста, вот
とうふステーキ とうふステ￢ーキ стейк из тофу
どうやって ど￢うやって как, каким образом, каким видом транспорта?
とります 【とる1】 とりま￢す делать фотографии, снимать на видео
なまたまご 生卵 なまた￢まご сырое яйцо
にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Япония
にほんじん 日本人 にほんじ￢ん японец
ぬります 【ぬる1】 ぬりま￢す намазывать
のこします 【のこす1】 のこしま￢す оставлять
のせます 【のせる2】 のせま￢す класть
のど の￢ど горло

はいります（さとうが） 【はいる1】
入ります（さとう
が）

はいりま￢す содержаться, находиться (сахар)

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す начинать
パスタ パ￢スタ паста
バター バ￢ター масло
ははは ――― ха-ха-ха
パリ パ￢リ Париж
パン パ￢ン хлеб
ビール ビ￢ール пиво
ピザ ピ￢ザ пицца
ひだりて 左手 ひだりて￣ левая рука
フランス フランス￣ Франция
まず ま￢ず для начала
まだ ま￢だ еще
まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す ждать
マナー マ￢ナー манеры
マヨトースト マヨト￢ースト тост с майонезом
マヨネーズ(マヨ) マヨネ￢ーズ(マ￢ヨ) майонез
マヨラー マヨラー￣ люди, которые любят майонез
みぎ 右 みぎ￣ право ス

みぎて 右手 みぎて￣ правая рука ス

みそしる みそし￢る суп мисо

みなさん みな￢さん
обращение к присутствующим "все",
"дамы и господа"

ミルク ミ￢ルク молоко
みんな みんな￢ все
メッセージ メ￢ッセージ послание, сообщение
もう も￢う уже
もっと も￢っと более
やきます 【やく1】 やきま￢す жарить
りゅうがく(します) (【する3】) 留学(します) りゅうがく￣ стажировка (стажироваться)
レモン レ￢モン лимон
わかります 【わかる1】 わかりま￢す понимать, знать
～ごろ ～ご￢ろ примерно, около
あさ 朝 あ￢さ утро
あつい 暑い あつ￢い жаркий
アドバイス ア￢ドバイス совет
あぶない あぶない￣、あぶな￢い опасный
あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す ходить пешком
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インストラクター インストラ￢クター инструктор
えん／～えん ～円 ――― йена
おきなわ 沖縄 おきなわ￣ остров Окинава
おみせ(みせ) お店(店) おみせ￣ ресторан, лавка, магазин
おみやげ(みやげ) おみやげ￣ сувенир
おります 【おりる2】 おりま￢す выходить (из транспорта)
かいがん かいがん￣ побережье, берег моря
ガイド／ガイドさん ガ￢イド／ガ￢イドさん гид
カウンター カウンター￣ стойка
かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す возвращать
かさ か￢さ зонтик

かんこう(します) (【する3】) 観光(します) かんこう￣
осмотр достопримечательностей
(осматривать достопримечательности)

かんこうち 観光地 かんこ￢うち достопримечательности
き 気 き￣ дух
きもち (気持ち) きもち￣ настроение, чувство, ощущение
きもちが いい (気持ちが いい) きもちが い￢い чувствовать себя хорошо, приятно
きを つけます 気を つけます きを つけま￢す быть внимательным, быть осторожным
くうこう 空港 くうこう￣ аэропорт
けしき け￢しき пейзаж
こみます 【こむ1】 こみま￢す быть переполненным
こわい こわ￢い страшно
こんど (今度) こ￢んど на этот раз, теперь
さんか(します) (【する3】) 参加(します) さんか￣ принимать участие
サングラス サング￢ラス солнечные очки
サンダル サンダル￣ сандалии
シーズン シ￢ーズン сезон
じかん 時間 じかん￣ время

じてんしゃ 自転車
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

велосипед

しま 島 しま￢ остров
シュノーケリング シュノーケリング￣ сноркелинг
しんせつ(な) し￢んせつ добрый, сердечный
しんせん(な) しんせん￣ свежий
すぎます 【すぎる2】 すぎま￢す слишком; более, чем, сверх, пере-
すずしい すずし￢い прохладный (освежающе прохладный)
せつめい(します) (【する3】) 説明(します) せつめい￣ объяснение (описывать, объяснять)
そと 外 そ￢と улица
それ それ￣ то
ダイビング ダ￢イビング дайвинг
ダイビングツアー ダイビングツ￢アー дайвинг тур
たいふう たいふ￢う тайфун
たいへん(な) (大変(な)) たいへん￣ тяжелый, утомительный
タクシー タ￢クシー такси
チェックイン チェックイ￢ン чек ин, регистрация
チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター регистрационная стойка
ツアー ツ￢アー тур
ツアーがいしゃ ツアー会社 ツアーが￢いしゃ турфирма

つきます(ふねが) 【つく1】
(着きます(ふね
が))

つきま￢す приезжать, прибывать

つゆ つゆ￣ сезон дождей
つれていきます 【つれていく1】 つれていきま￢す устал
ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ футболка
できれば でき￢れば если возможно
でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ электричка, поезд
どうぐ 道具 どうぐ￢ прибор, инструмент
ドライブ(します) (【する3】) ドラ￢イブ вождение (водить)
なか 中 な￢か внутри
なつ 夏 なつ￢ лето
なつやすみ 夏休み なつや￢すみ летние каникулы
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のります 【のる1】 乗ります のりま￢す садиться в транспорт
バイク バ￢イク мотоцикл
はじめ 始め はじめ￣ начало
はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す бежать ス

バス バ￢ス автобус
はやい(はやく) 早い(早く) はや￢い(は￢やく) быстрый, ранний (быстро, рано)
ビーチ ビ￢ーチ пляж
ひこうき ひこ￢うき самолет
ひる 昼 ひる￢ день
ふく 服 ふく￢ одежда
ふだん ふ￢だん обычно
ふね 船 ふ￢ね корабль, лодка
ふります 【ふる1】 ふりま￢す идти (о дожде, снеге)
ほっ ――― Фух! (облегченно вздохнуть)
ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す облегченно вздохнуть
ホテル ホ￢テル отель
みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す виднеться
みち 道 みち￣ улица

もっていきます 【もっていく1】 持っていきます
もっていきま￢す、
も￢っていきます

уносить

モノレール モノレ￢ール монорельс
もり 森 もり￣ лес
もんだい 問題 もんだい￣ проблема, задание
やま 山 やま￢ гора
ゆたか(な) ゆ￢たか богатый, обильный
ゆれます 【ゆれる2】 ゆれま￢す трястись, качаться
よやく(します) (【する3】) 予約(します) よやく￣ бронь (бронировать)
ライブハウス ライブハ￢ウス клуб живой музыки
らく(な) (楽(な)) らく￢ удобный, приятный
れんしゅう(します) (【する3】) れんしゅう￣ упражнения (упражняться)
レンタカー レンタ￢カー календарь
レンタル(します) (【する3】) レ￢ンタル аренда (брать в аренду)
あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い светлый

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

украшения, бижутерия

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す давать, дарить

あんない(します) (【する3】) あんな￢い
сопровождение
(провести, рассказать, объяснить)

いかが いか￢が как
いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ один день
いちにちじゅう 一日中 いちにちじゅう￣ весь день
いちねんじゅう 一年中 いちねんじゅう￣ весь год
いつごろ いつごろ￣ когда примерно ス

イルカ いるか￣ дельфин
うつくしい うつくし￢い прекрасный
おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび огромная радость
おきなわガラス 沖縄ガラス おきなわガ￢ラス окинавское стекло
おしろ(しろ) おしろ￣ замок, крепость
おてら(てら) お寺(寺) おてら￣ буддийский храм
おどり おどり￣ танец
おひる(ひる) お昼(昼) おひ￢る полдень, день
オペラ オ￢ペラ опера
おもいで 思い出 おもいで￣ воспоминания
およぎ 泳ぎ およぎ￢ плавание
おんがく 音楽 お￢んがく музыка
かい／～かい ～回 ――― раз
ガラス ガラス￣ стекло
かんそう かんそう￣ впечатления
きに いります 気に いります きに いりま￢す нравиться
キャンプ キャ￢ンプ лагерь, палаточный лагерь
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ぎゅうしゃ 牛車 ぎゅ￢うしゃ повозка
くうき 空気 く￢うき воздух
クジラ クジラ￣ кит
クジラウォッチング クジラウォ￢ッチング наблюдение за китами
くわしい(くわしく) くわし￢い(くわ￢しく) подробный (подробно)
コップ コップ￣ стакан
さいこう さいこう￣ высший, самый лучший
じてんしゃタクシー 自転車タクシー じてんしゃタ￢クシー велорикша
します(Aモデルに) 【する3】 しま￢す выбрать что-либо, остановиться на чем-либо
じゅう／～じゅう ～中 ～じゅう￣ внутри, в
ショー ショ￢ー шоу
じょせい 女性 じょせい￣ женщина
すいぞくかん (水族館) すいぞく￢かん океанариум
すいます 【すう1】 すいま￢す вдохнуть
スタッフ スタ￢ッフ персонал
すばらしい すばらし￢い замечательный
それなら それな￢ら если так, то
たいけん 体験 たいけん￣ собственный опыт
たいけんツアー 体験ツアー たいけんツ￢アー тур, где можно что-то попробовать сделать
ダイナミック(な) ダイナミ￢ック динамичный
たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す радоваться
だんせい 男性 だんせい￣ мужчина
つり つり￣ рыбалка
できます 【できる2】 できま￢す уметь, мочь
どうぶつ 動物 どうぶつ￣ животное
のんびり のんび￢り свободно, без напряжения
ばしょ 場所 ばしょ￣ место
はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す быть солнечным, ясным
ピクニック ピ￢クニック пикник
ひろい 広い ひろ￢い широкий, просторный
ふるい 古い ふる￢い старый
ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん минута
ぶんか 文化 ぶ￢んか культура
ぶんかむら 文化むら ぶんかむら￣ "культурная деревня"
ヘルシー(な) ヘ￢ルシー здоровый, полезный
べんり(な) 便利(な) べ￢んり удобный
まあまあ(な) まあま￢あ、ま￢あまあ так себе
まるい まるい￣、まる￢い круглый
むかし むかし￣ древние времена
むりょう 無料 むりょう￣ бесплатно
もちろん もち￢ろん конечно
やまのぼり (山のぼり) やまの￢ぼり восхождение в горы
りょうきん 料金 りょ￢うきん плата, цена за услугу
リラックス(します) (【する3】) リラ￢ックス расслабление (расслабляться)
れきし 歴史 れきし￣ история
あした (明日) あした￢ завтра
あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す собираться

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

анкета

いいえ いいえ￢ нет
いす いす￣ стул
いそがしい 忙しい いそがし￢い занятой
いつか ５日／五日 いつか￣ когда-нибудь
イベント イベント￣ событие, мероприятие
うけつけ 受付 うけつけ￣ приемная, ресепшн
うちわ うち￢わ веер
エアコン エアコン￣ кондиционер
おおあめ 大雨 おおあ￢め ливень
おどります 【おどる1】 おどりま￢す танцевать
おひるごはん(ひるごはん) お昼ご飯(昼ご飯) おひるご￢はん обед
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おべんとう(べんとう) おべんとう￣ бэнто (завтрак или обед с собой)
おれい(れい) おれい￣ пример
おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す заканчивать
かいじょう 会場 かいじょう￣ место собрания
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す писать

カタカナ カタカ￢ナ

катакана (японская слоговая азбука для написа
ния заимствованных слов, а также выделения к
акого-то слова)

かたづけ かたづけ￣ уборка
かたづけます 【かたづける2】 かたづけま￢す убираться
カラオケ カラオケ￣ караоке
カラオケコンテスト カラオケコ￢ンテスト конкурс караоке
かんじ 漢字 かんじ￣ иероглифы
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す спрашивать
きゅう(な) (急(な)) きゅう￣ резкий, внезапный
きゅうけい きゅうけい￣ перерыв
きょうしつ (教室) きょうしつ￣ аудитория
きょうみ きょ￢うみ интерес
きょうみが あります(～に) きょ￢うみが ありま￢す испытывать интерес к чему-либо
きょねん 去年 きょ￢ねん прошлый год
グループ グル￢ープ группа
けいたいでんわ けいたい電話 けいたいで￢んわ сотовый телефон
ご／～ご ～語 ～ご￣  ～язык
こうたい こうたい￣ смена
ごご 午後 ご￢ご вторая половина дня
ごぜん 午前 ご￢ぜん первая половина дня
コンテスト コ￢ンテスト конкурс
コンピューター コンピュ￢ーター компьютер
さがします 【さがす1】 さがしま￢す разыскивать, искать
さつえい さつえい￣ фотосъемка, киносъёмка

さま／～さま ―――
～сама (вежливый суффикс, "господин, госпо
жа, уважаемый")

じ／～じ ～時 ～￢じ час
しかい しかい￣ ведение собрания
じしん じしん￣ уверенность
じむしつ じむ￢しつ офис
じゅんび じゅ￢んび подготовка
すぐ(に) す￢ぐ(に) сразу
せつめいかい (説明会) せつめ￢いかい информационное собрание
ちゅうし(します) (【する3】) 中止(します) ちゅうし￣ отмена (отменять)
つうやく つ￢うやく устный перевод
つけます(でんきを) 【つける2】 つけま￢す включать (свет)
つごう つごう￣ обстоятельства
テーブル テーブル￣ стол
でんわ 電話 でんわ￣ телефон
トイレ ト￢イレ туалет
となり となり￣ рядом, по соседству
にちかん／～にちかん／かかん／
～かかん

～日間
～にち￢かん／
か￢かん

… дней

にほんご 日本語 にほんご￣ японский язык
にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり японский фестиваль
のりか／のりかさん の￢りか／の￢りかさん Норика (японское женское имя)
はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す начинаться
はりがみ はりがみ￣ постер
はん／～はん ～半 ～は￢ん половина
ひつよう(な) 必要(な) ひつよう￣ нужный, необходимый
ビデオカメラ ビデオカ￢メラ видеокамера
ひま(な) ひま￣ досуг (свободный о времени)
ひろば 広場 ひ￢ろば площадь
ふじい／ふじいさん 藤井／藤井さん ふじい￣／ふじいさん￣ Фудзии (японская фамилия)
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ふつか ２日／二日 ふつか￣ 2-е число
ふべん(な) 不便(な) ふ￢べん неудобный
プログラム プログ￢ラム программа
ホール ホ￢ール холл
ぼしゅう 募集 ぼしゅう￣ прием на работу
ボランティア ボラ￢ンティア волонтер
ボランティアスタッフ ボランティアスタ￢ッフ сотрудник-волонтер
ぼんおどり ぼんお￢どり танец обон
まつり 祭り(祭) まつり￣ фестиваль
マンガきょうしつ マンガきょ￢うしつ уроки рисования манга
みっか ３日／三日 みっか￣ 3-е число
もうしこみます 【もうしこむ1】 もうしこみま￢す подавать заявку
やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す пропускать занятия, отдыхать
やります 【やる1】 やりま￢す делать
よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す читать
よろしく よろしく￣ прошу любить и жаловать
らいしゅう 来週 らいしゅう￣ следующая неделя
れんらく(します) (【する3】) れんらく￣ связь (связываться)
れんらくさき れんらくさき￣ контактные данные
わすれもの わすれもの￣ забытые вещи
わたしたち 私たち わたし￢たち мы
わるい 悪い わる￢い плохой
あさって あさ￢って послезавтра ス

いそぎます 【いそぐ1】 急ぎます いそぎま￢す торопиться
イベントプログラム イベントプログ￢ラム программа мероприятия
いりぐち (入り口) いりぐち￣ вход ス

ううん／うーん ――― нет
うしろ (後ろ) うしろ￣ сзади
うまい うま￢い умелый, искусный
オーケー／ＯＫ オ￢ーケー окей ス

おとな 大人 おとな￣ взрослый человек
かきます 【かく1】 かきま￢す рисовать
からて (空手) からて￣ каратэ

からてデモンストレーション
(空手デモンスト
レーション)

からてデモンストレ￢ー
ション

демонстрация каратэ

きん（きんようび） 金 き￢ん пятница
コンサート コ￢ンサート концерт
こんばん こ￢んばん этим вечером
さんかしゃ 参加者 さんか￢しゃ участник
ジェイポップコンサート／Jポップコ
ンサート

ジェイポップコ￢ンサート концерт японской поп-музыки

たいこ たいこ￣ японский барабан тайко
たいこきょうしつ (たいこ教室) たいこきょ￢うしつ занятия по игре на тайко
だいにんき 大人気 だいに￢んき очень популярный
チェック チェ￢ック проверять
つまらない つまら￢ない скучный, неинтересный
できます（じゅんびが） 【できる2】 できま￢す готовить,быть готовым
デモンストレーション デモンストレ￢ーション демонстрация
ドア ド￢ア дверь
にち（にちようび） 日 に￢ち воскресенье
にちじ 日時 に￢ちじ дата и время
にゅうじょうりょう 入場料 にゅうじょ￢うりょう плата за вход
ひとばんじゅう ひとばんじゅう￣ вся ночь
ぶんかセンター 文化センター ぶんかセ￢ンター культурный центр
ペン ペ￢ン ручка
マイク マ￢イク микрофон

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

сложный

もってきます 【もってくる3】 持ってきます
もってきま￢す、
も￢ってきます

приносить

ゆうしょう(します) (【する3】) ゆうしょう￣ выигрывать, завоевывать первенство
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らいねん 来年 らいねん￣ следующий год
あいさつ あ￢いさつ приветствие
アルバイト アルバ￢イト подработка
いま いま￢ гостиная
うりきれ (売りきれ) うりきれ￣ распродано
おおそうじ 大そうじ おおそ￢うじ генеральная уборка
おおみそか おおみ￢そか 31-е декабря
おおゆき 大雪 おおゆき￣ снегопад
おかあさん お母さん おか￢あさん (ваша, чья-то) мать

おしょうがつ(しょうがつ) お正月(正月)
おしょうがつ￢、
おしょうがつ￣

Новый год

おせわ(せわ) (お世話(世話)) おせ￢わ услуга, помощь, забота
おめでとう おめでとう￣ поздравляю
おや 親 おや￢ родители
カード カ￢ード карточки
がいこく 外国 がいこく￣ зарубежная страна, заграница
かお かお￣ лицо
かぜ かぜ￣ простуда

かわの／かわのさん
か￢わの／
か￢わのさん

Кавано (японская фамилия)

きこく(します) (【する3】) 帰国(します) きこく￣
возвращение на родину
(возвращаться на родину)

きやま／きやまさん (木山／木山さん) き￢やま／き￢やまさん Кияма (японская фамилия)
クリスマス クリス￢マス Рождество
クリスマスコンサート クリスマスコ￢ンサート рождественский концерт
ごろごろします 【ごろごろする3】 ご￢ろごろします бездельничать
さくねん 昨年 さくねん￣ прошлый год
しけん 試験 しけ￢ん экзамен
しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ～недель
しょうがつ 正月 しょうがつ￢ Новый год
しょうがつやすみ 正月休み しょうがつや￢すみ новогодние праздники
しんせき しんせき￣ родственники
しんねん 新年 し￢んねん Новый год
すごします 【すごす1】 すごしま￢す проводить время
ずっと ずっと￣ постоянно
スペイン スペ￢イン Испания
そうじ(します) (【する3】) そうじ￣ уборка (убираться)
ソウル ソ￢ウル город Сеул
だいがく 大学 だいがく￣ университет
たいくつ(な) たいくつ￣ скучный, нудный
たいへん (大変) たいへん￣ очень, весьма
チケット チ￢ケット билет
でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す выходить
ドイツ ド￢イツ Германия
とうきょう 東京 とうきょう￣ Токио
とくべつ(な) 特別(な) とくべつ￣ особенный
とし 年 とし￢ год
なのか ７日／七日 なのか￣ 7-е число
にち(じゅうごにち) ～日(15日) ――― … число (месяца)

ニューイヤーパーティー
ニューイヤーパ￢ー
ティー

Новогодняя вечеринка

ねんし 年始 ね￢んし начало года
ねんまつ 年末 ねんまつ￣ конец года
ねんまつねんし 年末年始 ねんまつね￢んし новогодние праздники
ひさしぶり ひさしぶり￣ давно не виделись

ふくおか 福岡 ふく￢おか

Фукуока
(центральный город одноименной префектур
ы)

ふゆやすみ 冬休み ふゆや￢すみ зимние каникулы
プレゼント プレ￢ゼント подарок
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう остров Хоккайдо

9

15/24 ©2018 The Japan Foundation



2021/10/1

か ことば かんじ アクセント ロシアご スクリプト

ほんとうに ほんとうに￣ действительно
まいとし 毎年 まいとし￣ каждый год
みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す показывать
むいか ６日／六日 むいか￣ 6-е число
むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す встречать
メキシコ メキシコ￣ Мексика
もどります 【もどる1】 もどりま￢す возвращаться
やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Яги (японская фамилия)
ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく почта, почтовое отделение
ゆっくり ゆっく￢り не спеша, медленно
よっか ４日／四日 よっか￣ 4-е число
よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す радоваться, веселиться
りょうしん 両親 りょ￢うしん родители
いけばな (生け花) いけ￢ばな икэбана
いちど (一度) いちど￢ один раз
いのります 【いのる1】 いのりま￢す молиться
いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す праздновать

うけます(しけんを) 【うける2】
(受けます(しけん
を))

うけま￢す сдавать (экзамен)

うまく いきます う￢まく いきま￢す пройти хорошо

えま え￢ま
эма (небольшие деревянные дощечки, на котор
ых записывают свои пожелания)

おいわい(いわい) お祝い(祝い) おいわい￣ празднование
おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す опаздывать
おこります 【おこる1】 おこりま￢す случиться
おしらせ(しらせ) お知らせ(知らせ) おしらせ￣ объявление
おちます(しけんに) 【おちる2】 おちま￢す не сдать (экзамен)
おばあちゃん おば￢あちゃん бабушка
おります 【おる1】 おりま￢す сгибать, изгибать
かいめ／～かいめ ～回目 ～かいめ￢ ～раз
かざり かざり￣ украшение
かてい かてい￣ дом, семья ス

かのじょ か￢のじょ девушка, она
かみ 紙 かみ￢ бумага
かみさま か￢みさま Бог

かわかみ／かわかみさん 川上／川上さん
かわかみ￣／
かわかみさん￣

Каваками (японская фамилия)

きゅうりょう きゅ￢うりょう зарплата
けが けが￢ рана
けっこん(します) (【する3】) 結婚(します) けっこん￣ брак, свадьба(жениться, выходить замуж)
けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき свадебная церемония

ごうかく(します) (【する3】) 合格(します) ごうかく￣
успешное прохождение экзамена
(сдать экзамен)

こまります 【こまる1】 こまりま￢す быть в затруднении
さいたまし さいたま市 さいたま￢し город Сайтама
し 市 し￢ город
し／～し ～市 ――― ～город
しあわせ 幸せ しあわせ￣ счастье
しあわせ(な) 幸せ(な) しあわせ￣ счастливый
しき／～しき ～式 ――― церемония
じしん じしん￣ землетрясение

しちごさん 七五三 しちごさん￣
Сити-го-сан
(традиционный праздник в Японии)

じぶん 自分 じぶん￣ сам, самостоятельно

しもやま／しもやまさん 下山／下山さん
しもやま￣／
しもやまさん￣

Симояма (японская фамилия)

しょうらい しょ￢うらい будущее ス

じょし 女子 じょ￢し девушка, женщина
じんじゃ 神社 じ￢んじゃ синтоистский храм
すてき(な) すてき￣ великолепный
せいじん 成人 せいじん￣ взрослый, совершеннолетний
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せいじんしき 成人式 せいじ￢んしき торжество по случаю совершеннолетия
せいじんのひ 成人の日 せいじんのひ￢ день совершеннолетия
せいちょう 成長 せいちょう￣ рост
ぜったい ぜったい￣ абсолютный, безусловный
だいがくせい 大学生 だいがく￢せい студент
だから だ￢から поэтому
だします 【だす1】 出します だしま￢す лить (воду), доставать что-то
たなばた たなばた￣ праздник Танабата
ため ため￢ ради, для

たんざく たんざく￣
тандзаку (кусочки цветной бумаги с пожелани
ями на Танабату)

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび день рождения
であいます 【であう1】 (出会います) であいま￢す встретиться, наткнуться на кого-то
ながいき(します) (【する3】) 長生き(します) なが￢いき、ながい￢き долголетие (долго жить)

なかた(なかだ)／なかたさん 中田／中田さん
なかた￣(なかだ￣)／
なかたさん￣

Наката/Накада (японская фамилия)

にほんじゅう 日本中 にほんじゅう￣ по всей Японии
にゅうがく(します) (【する3】) 入学(します) にゅうがく￣ поступление (поступать)
にゅうがくしけん 入学試験 にゅうがくしけ￢ん вступительный экзамен
ねがいごと 願い事 ねがいごと￣ пожелание
ねがいます 【ねがう1】 願います ねがいま￢す желать
ばん ばん￣ вечер
ひっし(な) ひっし￣ отчаяние (отчаянный)
ひみつ ひみつ￣ секрет
ふるさと ふる￢さと родной город, родина
プロポーズ(します) (【する3】) プロポ￢ーズ предложение (делать предложение)
ぼく ぼ￢く я (мужск.) ス

ほし ほし￣ звезда
ほとけさま ほとけさ￢ま Будда
まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ каждая неделя
まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Мари (японское женское имя)
むすめ むすめ￢ моя дочь
もう もう￣ еще
ゆめ ゆめ￢ мечта
わかい 若い わか￢い молодой
アイロン アイロン￣ утюг
あきます 【あく1】 あきま￢す открываться
あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す мыть
うごきます 【うごく1】 動きます うごきま￢す двигаться
おとします 【おとす1】 おとしま￢す уронить
おんがくプレーヤー 音楽プレーヤー おんがくプレ￢ーヤー музыкальный плейер
かかります 【かかる1】 かかりま￢す занимать (о времени)
がまん(します) (【する3】) が￢まん терпение (терпеть)
かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す размышлять
き(そうじき) ～機(そうじ機) ――― приспособление (пылесос)
きに します 気に します きに しま￢す беспокоиться, переживать
くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す сравнивать
クレジットカード クレジットカ￢ード кредитная карта
けいけん けいけん￣ опыт
けっか けっか￣ результат
コメント コメント￣ комментарий
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す сломаться
シーディープレーヤー／CDプレー
ヤー

シーディープレ￢ーヤー CD плейер

じかん／～じかん ～時間 ～じ￢かん ～времени
します(きれいに) 【する3】 しま￢す зд. очищать, делать чистым
しょうひん 商品 しょ￢うひん товары
しょくせんき (食洗機) しょくせ￢んき посудомоечная машина
ショッピング ショ￢ッピング шоппинг
しんぱい(な) しんぱい￣ беспокойный
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ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ совсем
ぜんたい (全体) ぜんたい￣ целый, общий
せんたくき せんたく機 せんたく￢き стиральная машинка
せんぷうき せんぷう機 せんぷ￢うき вентилятор
そうじき そうじ機 そうじ￢き пылесос
たかい 高い たか￢い высокий
ちょうさ ちょ￢うさ исследование
ちょうし 調子 ちょうし￣ состояние
つきます(でんきが) 【つく1】 つきま￢す включаться  (об электричестве)
てんいん 店員 てんいん￣ продавец
でんき 電気 で￢んき электричество
でんきせいひん 電気製品 でんきせ￢いひん электротовары
でんしレンジ 電子レンジ でんしレ￢ンジ микроволновая печь
とどきます 【とどく1】 とどきま￢す доходить, быть полученным (о товарах)

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

сколько (о времени)

ねだん ねだん￣ цена, стоимость
ネット ネット￣ сеть
ネットショッピング ネットショ￢ッピング покупки через интернет
ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す ложиться спать
ねん／～ねん ～年 ――― год
パーセント／～パーセント ～パーセ￢ント процент
ふた ふた￣ крышка
みず 水 みず￣ вода
めんどう(な) めんど￢う затруднения, заботы
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Юко (японское женское имя)
ユーザーコメント ユーザーコ￢メント комментарии пользователей
りゆう りゆう￣ причина
れいぞうこ れいぞ￢うこ холодильник
うるさい うるさ￢い громкий, шумный
エネルギー エネ￢ルギ― энергия
おしゃれ(な) おしゃ￢れ модный, нарядный ス

おもい 重い おもい￣、おも￢い тяжелый
おもさ 重さ おもさ￣ вес
カラー カ￢ラー цвет
かるい 軽い かるい￣、かる￢い легкий
きのう 機能 き￢のう функции
キロ／～キロ ～￢キロ километр ス

グレー グレ￢ー серый цвет
くろ 黒 く￢ろ черный цвет
ご／～こ ～後 ～ご￢ после
こっち こっち￢ здесь
サイズ サ￢イズ размер
さら さら￣ тарелка
しょうエネ 省エネ しょうエネ￣ сбережение энергии
しょうひでんりょく 消費電力 しょうひで￢んりょく потребление электроэнергии
しろ 白 し￢ろ белый цвет
すくない 少ない すくな￢い малочисленный
ぜいきん 税金 ぜいきん￣ налог
ぜいこみ 税込 ぜいこみ￣ налог включен
せいひん 製品 せいひん￣ продукция, товары
せまい せま￢い узкий, тесный
そうりょう 送料 そ￢うりょう стоимость доставки
そっち そっち￢ там
たぶん た￢ぶん наверное
デザイン デザ￢イン дизайн
でんりょく 電力 で￢んりょく электроэнергия
とくちょう 特徴 とくちょう￣ особенность
どちら ど￢ちら где, куда
どっち ど￢っち какой из двух
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とりだします 【とりだす1】 とりだしま￢す доставать
にほんせい 日本製 にほんせい￣ производство Японии
ねん 年 ね￢ん год
びっくり びっく￢り удивление
ふくざつ(な) ふくざつ￣ сложный
ほう 方 ほ￢う ого (удивл.)
まんぞく(します) (【する3】) 満足(します) ま￢んぞく удовлетворение (быть довольным)
モデル モ￢デル、モデル￣ модель
よくじつ 翌日 よくじつ￣ следующий день
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Ёсида (японская фамилия)
よわい よわ￢い слабый

あしかがよしみつ 足利義満 あしかがよし￢みつ
Ёсимицу Асикага
(3-й сёгун сёгуната Муромати)

いくら い￢くら сколько (стоит)
うま うま￢ лошадь
おこないます 【おこなう1】 おこないま￢す проводить
おわり 終わり おわり￣ конец
おわりごろ 終わりごろ おわりご￢ろ приблизительно в конце
かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく турист
かんむてんのう 桓武天皇 か￢んむてんのう император Камму
ぎおんまつり 祇園祭 ぎおんま￢つり фестиваль Гион
きょうことば 京ことば きょうこ￢とば киотский диалект
きょうと 京都 きょ￢うと город Киото
きん 金 き￢ん золото, металл
きんいろ 金色 きんいろ￣ золотой

きんかくじ／きんかく 金閣寺／金閣
き￢んかくじ／
き￢んかく

Золотой павильон - один их храмов в комплекс
е Рокуон-дзи, в Киото

きんぱく 金ぱく きんぱく￣ сусальное золото
けいかく けいかく￣ план, проект
けいかくてき(な) けいかく的(な) けいかくてき￣ плановый, намеренный
こうこうせい 高校生 こうこ￢うせい ученик старших классов ス

ごかぞく(かぞく) ご家族(家族) ごか￢ぞく (ваша, чья-то) семья ス

ごきょうだい(きょうだい) (ご兄弟(兄弟)) ごきょ￢うだい (ваши, чьи-то) брат, сестра, братья и сестры ス

ごしょ 御所 ご￢しょ императорский дворец
こんかい 今回 こ￢んかい в этот раз
さきます 【さく1】 さきま￢す цвести, расцветать
さくら さくら￣ сакура ス

しゅっぱつ(します) (【する3】) 出発(します) しゅっぱつ￣ отправление (отправляться, уезжать)
しょうかい(します) (【する3】) 紹介(します) しょうかい￣ знакомить, рекомендовать, представлять
しょうぐん しょうぐん￣ сёгун
しろ しろ￣ замок
せいかつ 生活 せいかつ￣ жизнь
せいき／～せいき ～世紀 ～せ￢いき век
せかい 世界 せ￢かい мир
せかいいさん 世界いさん せかいい￢さん всемирное наследие
せかいじゅう 世界中 せかいじゅう￣ во всем мире
たてます(たてものを) 【たてる2】 たてま￢す строить
たてもの たて￢もの здание
たのしみ 楽しみ たのし￢み удовольствие, предвкушение ス

たのしみに します 楽しみに します たのし￢みに しま￢す ждать с нетерпением ス

だれ だ￢れ кто
ちゅうがくせい 中学生 ちゅうがく￢せい ученик средней школы
ちゅうしん 中心 ちゅうしん￣ центр
つれます 【つれる2】 つれま￢す брать с собой
てき／～てき ～的 ～てき￣ суффикс для образования прил. от сущ.
てら 寺 てら￢ буддийский храм
てんのう 天皇 てんの￢う император

とうろく(します) (【する3】) とうろく￣
регистрация, запись
(регистрироваться, записываться)

とおり 通り とおり￢ улица
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とくがわしょうぐん 徳川しょうぐん
とくがわしょ￢うぐん、
とく￢がわしょうぐん

сёгун Токугава

なかごろ 中ごろ なかごろ￣ в середине
にぎやか(な) にぎ￢やか шумный, оживленный
にじょうじょう 二条城 にじょ￢うじょう Храм Нидзё
にほんてき(な) 日本的(な) にほんてき￣ в японском стиле
にもつ に￢もつ багаж, вещи
にわ にわ￣ сад, двор
はこびます 【はこぶ1】 はこびま￢す перевозить
はじめごろ 始めごろ はじめご￢ろ примерно в начале
はる 春 は￢る весна
ぶっきょう 仏教 ぶ￢っきょう буддизм
ふんいき ふんい￢き атмосфера
まちじゅう 町中 まちじゅう￣ в городе
まっすぐ(な) まっす￢ぐ прямо
れきしてき(な) 歴史的(な) れきしてき￣ исторический
わあ ――― ух ты
アイスクリーム アイスクリ￢ーム мороженое
いじょう い￢じょう свыше ～
イベントカレンダー イベントカレ￢ンダー календарь событий
いんしょく 飲食 いんしょく￣ еда и напитки
うさぎ うさぎ￣ кролик
えいが 映画 えいが￣、え￢いが фильм
えいがかん (映画館) えいが￢かん кинотеатр
えー ――― "эм" междометие ス

ええと／ええっと ――― междометие "мм"
おかね(かね) お金(金) おかね￣ деньги
おきます 【おく1】 おきま￢す просыпаться
おちゃ お茶 おちゃ￣ зеленый чай
おまつり(まつり) お祭り(祭り) おまつり￣ фестиваль
おりもの おりもの￣ текстиль, ткань, материя
かい／～かい ～階 ～かい￣ этаж
がいこくご 外国語 がいこくご￣ иностранный язык
かえる かえる￣ лягушка
がっき がっき￣ музыкальные инструменты
がっきてん がっき￢てん магазин музыкальных инструментов
カフェ カ￢フェ кафе
カレンダー カレ￢ンダー календарь
きもの (着物) きもの￣ кимоно
きんし 禁止 きんし￣ запрет
コース コ￢ース курс
こちら こちら￣ здесь, это ス

こんげつ 今月 こんげつ￣ этот месяц
サービス サ￢ービス сервис
サイト サイト￣ сайт

さかもとりょうま 坂本龍馬 さかもとりょ￢うま
Рёма Сакамото (политический деятель, важная
фигура в движении против сёгуната)

じしょ じ￢しょ словарь
しゅう 週 しゅ￢う неделя
ショップ ショ￢ップ магазин
しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す извещать, давать знать
しらべます 【しらべる2】 しらべま￢す узнавать, исследовать
すもう すもう￣ сумо
ぜひ ぜ￢ひ обязательно
セミナー セ￢ミナー семинар
それで それで￣ итак; и поэтому

だい／～だい ―――
счетный суффикс для больших предметов,
техники

ス

つき 月 つき￢ луна, месяц
てがみ (手紙) てがみ￣ письмо ス
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でぐち 出口 で￢ぐち выход
デジタルとしょかん デジタルとしょ￢かん электронная библиотека
では で￢は итак ス

てん／～てん ～￢てん … выставка
てんじひん てんじひん￣ выставка, экспонаты
とおか １０日／十日 とおか￣ 10-е число
としょかん としょ￢かん библиотека
ねんかんパスポート 年間パスポート ねんかんパスポ￢ート годовой пропуск
はくぶつかん 博物館 はくぶつ￢かん музей
はります 【はる1】 はりま￢す клеить, приклеивать
パンフレット パ￢ンフレット брошюра
びじゅつかん びじゅつ￢かん картинная галерея

ひらがな ひらが￢な
хирагана (японская слоговая азбука для написа
ния японских слов)

ス

ぶし ぶ￢し воин
ブログ ブログ￣ блог
ぶんかざい (文化ざい) ぶんか￢ざい культурные ценности
ポスター ポ￢スター постер
まい／～まい ――― каждый ス

まいつき 毎月 まいつき￣ каждый месяц
まっちゃ (まっ茶) まっちゃ￣ маття (зеленый чай)
ミュージアム ミュ￢ージアム музей
ミュージアムショップ ミュージアムショ￢ップ магазин при музее
もくようび 木よう日 もくよ￢うび четверг
やきもの やきもの￣ керамика, фарфор
ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Европа
ロッカー ロ￢ッカー запирающийся шкафчик
ロビー ロ￢ビー лобби
わりびき わりびき￣ скидка
あけます 【あける2】 あけま￢す открывать
あびます 【あびる2】 あびま￢す принимать (душ)
あぶら 油 あぶら￣ масло
エコ エ￢コ экология
エコかつどう エコ活動 エコか￢つどう экологическая деятельность
オフィス オ￢フィス офис
おんど 温度 お￢んど температура
かいぎ 会議 か￢いぎ собрание, совещание
かいぎしつ 会議室 かいぎ￢しつ комната для совещаний
かいだん かいだん￣ лестница
かつどう 活動 かつどう￣ деятельность, активность
かばん かばん￣ сумка, портфель
きります(スイッチを) 【きる1】 きりま￢す выключать (свет)
グリーンカーテン グリーンカ￢ーテン живая изгородь
グリーンルーフ グリーンル￢ーフ "зеленые крыши"
けします 【けす1】 けしま￢す выключать (свет)
コピー コ￢ピー копия
コピーき コピー機 コピ￢ーき копировальный аппарат
ごみ ごみ￢ мусор
コンポスト コ￢ンポスト компост
さげます 【さげる2】 (下げます) さげま￢す понижать
しめます 【しめる2】 しめま￢す закрывать
シャワー シャ￢ワー душ
スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ выключатель
すてます 【すてる2】 すてま￢す выкидывать
ソーラーパネル ソーラーパ￢ネル солнечные батареи
だいどころ だいどころ￣ кухня
ちゅうい(します) (【する3】) ちゅ￢うい внимание (обращать внимание)
できるだけ できるだけ￣ насколько возможно
てん／～てん ～点 ～て￢ん балл
でんきじどうしゃ 電気自動車 でんきじど￢うしゃ электрокар
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ど／～ど ～度 ～￢ど градус
ながします 【ながす1】 ながしま￢す выливать
なるほど なるほど￣ в самом деле, действительно
はし は￢し палочки
バッグ バ￢ッグ сумка
ふくろ ふくろ￢ мешок, пакет
ふゆ 冬 ふゆ￢ зима
プリンター プリンター￣ принтер
へらします 【へらす1】 へらしま￢す уменьшать количество
まど ま￢ど окно
むだ(な) むだ￣ бесполезный
むだに します むだに しま￢す тратить напрасно
メモ メ￢モ заметка ス

もったいない もったいな￢い напрасный
やくに たちます やく￢に たちま￢す быть полезным
よごします 【よごす1】 よごしま￢す загрязнять
わけます 【わける2】 わけま￢す разделять
わりばし わりばし￣ одноразовые палочки
あお 青 あ￢お голубой цвет, синий цвет
あきます 【あきる2】 あきま￢す надоедать
あな あな￢ дыра
いります 【いる1】 いりま￢す нужно
いろ 色 いろ￢ цвет
うります 【うる1】 売ります うりま￢す продавать
エプロン エ￢プロン фартук
おんなのこ 女の子 おんな￢のこ девочка
かげつ ～か月 ～か￢げつ ～месяцев
かします 【かす1】 貸します かしま￢す одалживать кому-то
かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す измениться
かんがえ 考え かんが￢え мысль, идея ス

きいろ きいろ￣ желтый цвет
くつした くつ￢した носки
ゲームソフト ゲームソ￢フト игровой софт
ごぜんちゅう 午前中 ごぜんちゅう￣ в течение первой половины дня
ジーンズ ジ￢ーンズ джинсы
しつれい(します) (【する3】) しつ￢れい грубый (позвольте мне удалиться) ス

しゅうり(します) (【する3】) しゅ￢うり починка (чинить)
しゅっちょう 出張 しゅっちょう￣ командировка
しんぶんし (新聞紙) しんぶ￢んし газетная бумага
スーツケース スーツケ￢ース чемодан
スカーフ スカ￢ーフ шарф
タオル タ￢オル полотенце
ちょうど ちょうど￣ как раз, ровно, точно
ちょうど いい ちょうど い￢い такой, как надо, подходящий
てぶくろ (手ぶくろ) てぶ￢くろ перчатки
トイレットペーパー トイレットペ￢ーパー туалетная бумага
にんぎょう にんぎょう￣ кукла
ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん (в течение) ～ лет
はらいます 【はらう1】 はらいま￢す платить
ひろいます 【ひろう1】 ひろいま￢す подбирать
ブラウス ブラ￢ウス блузка
フリーマーケット フリーマ￢ーケット блошиный рынок
ペットボトル ペットボ￢トル пластиковая бутылка

みずしま／みずしまさん 水島／水島さん
みずしま￣／
みずしまさん￣

Мидзусима (японская фамилия)

もりかわ／もりかわさん 森川／森川さん
もり￢かわ／
もり￢かわさん

Морикава (японская фамилия)

やぶれます 【やぶれる2】 やぶれま￢す рваться

やまもと／やまもとさん 山本／山本さん
やまもと￣／
やまもとさん￣

Ямамото (японская фамилия)

よう／～よう ～用 ～よう￣ для ～
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よごれます 【よごれる2】 よごれま￢す загрязниться
らいげつ 来月 ら￢いげつ следующий месяц
リサイクル リサ￢イクル переработка
リサイクルショップ リサイクルショ￢ップ магазин переработанных товаров
レンタルショップ レンタルショ￢ップ магазин, где можно брать вещи в аренду
あきはばら 秋葉原 あきは￢ばら Акихабара (район Токио) ス

あさくさ 浅草 あさくさ￣ Асакуса (район Токио)
アルル ア￢ルル Арль (город во Франции)
えほん 絵本 えほ￢ん книжка с картинками
おおきな 大きな お￢おきな большой, крупный
おもいだします 【おもいだす1】 (思い出します) おもいだしま￢す вспоминать
オリンピック オリンピ￢ック олимпийские игры
おんがくか (音楽家) おんがくか￣ музыкант

か／～か (～家) ～か￣
вопросительная частица, в русском языке обоз
начает знак вопроса ?

がか 画家 がか￣ художник
かしゅ 歌手 か￢しゅ певец

きょうみを もちます(～に)
きょうみを 持ちま
す(～に)

きょ￢うみを もちま￢す заинтересоваться

きんメダル 金メダル きんメ￢ダル золотая медаль

くろう(します) (【する3】) く￢ろう
трудности, испытания
(трудиться, тяжело работать)

げいじゅつか げいじゅつか￣ работник сферы искусств
こうこう 高校 こうこう￣ старшая школа, старшие классы
こうじょう こうじょ￢う фабрика, завод
コーチ コ￢ーチ тренер
ことば ことば￢ слова
サッカー サ￢ッカー футбол
じこ じ￢こ происшествие, авария
じつぎょうか じつぎょうか￣ деловой человек, промышленник, коммерсант
しゅしょう しゅしょう￣ премьер-министр
しょう しょ￢う награда, приз, премия
じょゆう じょゆう￣ актриса
じんせい 人生 じ￢んせい жизнь
しんぶん (新聞) しんぶん￣ газета
すいえい (水泳) すいえい￣ плавание
せいじか せいじか￣ политик
せんしゅ 選手 せ￢んしゅ спортсмен, спортсменка
せんもん せんもん￣ специальность

そつぎょう(します) (【する3】) 卒業(します) そつぎょう￣
выпуск, окончание учебного заведения
(выпускаться, оканчивать учебное заведение)

だいがくいん だいがく￢いん аспирантура
だいとうりょう だいと￢うりょう президент
たしか た￢しか несомненный, достоверный

たやま／たやまさん (田山／田山さん)
た￢やま／
た￢やまさん

Таяма (японская фамилия)

ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ китайский язык
テレビ テ￢レビ телевизор
なくなります 【なくなる1】 なくなりま￢す скончаться
ニュース ニュ￢ース новость
はいゆう はいゆう￣ актер, актриса
ピアノ ピアノ￣ пианино
ひきます 【ひく1】 ひきま￢す играть (на муз. инструменте)
ビジネス ビ￢ジネス бизнес
びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします удивляться
ぼうえき ぼうえき￣ торговля
ぼうえきがいしゃ ぼうえき会社 ぼうえきが￢いしゃ фирма, занимающаяся торговлей
ほんとう ほんとう￣ на самом деле
まずしい まずし￢い бедный, нуждающийся
マレーシア マレ￢ーシア Малайзия
マレーシアご マレーシア語 マレーシアご￣ малазийский язык
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みずの／みずのさん (水野／水野さん)
み￢ずの／
み￢ずのさん

Мидзуно (японская фамилия)

みなみ 南 みなみ￣ юг
メダル メダル￣ медаль
やめます 【やめる2】 やめま￢す прекращать
ゆずります 【ゆずる1】 ゆずりま￢す уступать
ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします отдыхать, расслабляться
ゆみ／ゆみさん ゆ￢み／ゆ￢みさん Юми (японское женское имя)
ラーメン ラ￢ーメン лапша рамэн (из пшеничной муки) ス

りこん(します) (【する3】) りこん￣ развод (разводиться)
りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい студент по обмену
あかい 赤い あかい￣、あか￢い красный
えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す выбирать
おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す вставать, просыпаться
おそい(おそく) おそい￣(おそ￢く) медленный (поздно)
かなしい かなしい￣、かなし￢い печальный, грустный
かなり か￢なり довольно, порядочно
クラス ク￢ラス класс, группа
ゲーム ゲ￢ーム игра ス

こうはい こうはい￣ младший товарищ
さくぶん (作文) さくぶん￣ сочинение
さそいます 【さそう1】 さそいま￢す приглашать
ざんぎょう ざんぎょう￣ сверхурочная работа
しかります 【しかる1】 しかりま￢す ругать
しにます 【しぬ1】 しにま￢す умирать
しゅうしょく(します) (【する3】) しゅうしょく￣ устройство на работу (поступать на работу)
しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう начальная школа
スピーチ スピ￢ーチ речь, выступление
せんぱい せんぱい￣ старший сотрудник старший по курсу
たけし／たけしさん た￢けし／た￢けしさん Такэси (японское мужское имя)
たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す просить
チーム チ￢ーム команда ス

テスト テ￢スト тест
どうして ど￢うして почему
とおい とおい￣、とお￢い далекий
とおく とおく￢ далеко
とし 年 とし￢ возраст
とります(としを) 【とる1】 とりま￢す стареть
ねむい ねむい￣、ねむ￢い сонный
はずかしい はずかし￢い стыдно
バラ バラ￣ роза
ひどい ひど￢い ужасный ス

ほめます 【ほめる2】 ほめま￢す хвалить
まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ назначенная встреча
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す заблудиться
もじ も￢じ буквы
よる 夜 よ￢る ночь
リーダー リ￢ーダー лидер
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