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『まるごと　日本のことばと文化』初級1（A2）＜かつどう＞

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

あに あ￢に (мой) старший брат

あね あね￣ (моя) старшая сестра

アメリカ アメリカ￣ Америка

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Исикава (японская фамилия)

イタリア イタリア￣ Италия

イタリアご イタリアご￣ итальянский язык

いちろう／いちろうさん
いちろう￣／
いちろうさん￣

Итиро (японское мужское имя)

いもうと いもうと￢ (моя) младшая сестра

いもうとさん いもうとさん￣ (ваша, чья-то) младшая сестра

うち うち￣ дом ス

えいご えいご￣ английский язык

おかあさん おか￢あさん (ваша, чья-то) мать

おくさん お￢くさん (ваша, чья-то) жена

おじ おじ￣ мой дядя

おじいさん おじ￢いさん ваш, чей-то дедушка

おじさん おじさん￣ (чей-то) дядя

おっと おっと￣ (мой) муж

おとうさん おと￢うさん (ваш, чей-то) отец

おとうと おとうと￢ (мой) младший брат

おとうとさん おとうとさん￣ (ваш, чей-то) младший брат

おにいさん おに￢いさん (ваш, чей-то) старший брат

おねえさん おね￢えさん (ваша, чья-то) старшая сестра

おば おば￣ моя тетя

おばあさん おば￢あさん ваша, чья-то бабушка

おばさん おばさん￣ (чья-то) тетя

オペラ オ￢ペラ опера

かいしゃ かいしゃ￣ фирма, компания

がくせい がくせい￣ студент

かぞく か￢ぞく семья

かんこく 韓国 か￢んこく Южная Корея

かんこくご かんこくご￣ корейский язык

かんこくじん かんこく￢じん кореец

きょうだい きょ￢うだい брат, сестра, братья и сестры

くるま くるま￣ машина

ご／～ご ～ご￣ язык

ごしゅじん ごしゅ￢じん (ваш, чей-то) муж

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

しごと しごと￣ работа

します 【～する3】 しま￢す делать, совершать

しゅふ しゅ￢ふ домохозяйка

しょうかい（します）（【～する3】） しょうかい￣
знакомство 
(знакомить, рекомендовать, представлять)

ス

じん／～じん ～じん ～￢じん национальность

しんせき しんせき￣ родственники

すこし すこ￢し немного

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Судзуки (японская фамилия)

すみます 【すむ1】 すみま￢す жить, проживать

そふ そ￢ふ мой дедушка

そぼ そ￢ぼ моя бабушка

ちち ち￢ち、ちち￢ (мой) отец

ちゅうごく （中国） ちゅ￢うごく Китай

ちゅうごくご ちゅうごくご￣ китайский язык

つま つ￢ま (моя) жена

“Mapyroтo.  Япoнский язык и культура”
начальный  уровень 1 A2 “Kaцудо”

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

できます 【できる2】 てつだいま￢す мочь

とうきょう 東京 とうきょう￣ Токио

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Накамура (японская фамилия)

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Япония

にほんご 日本語 にほんご￣ японский язык

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん японец

にん／～にん (～人) ――― ～человек (счетный суффикс)

はたらきます 【はたらく1】 はたらきま￢す работать

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す разговаривать

はは は￢は (моя) мать

びょういん びょういん￣ больница

ふうん ――― уф

ふたり （二人） ふたり￢ двое (два человека) ス

ブラジル ブラジル￣ Бразилия

へえ ――― да? (удивл.)

べんきょう（します）（【～する3】） べんきょう￣ занятия, учение, учёба（заниматься, учиться）

ホテル ホ￢テル отель

ポルトガル ポルトガル￣ Португалия

ポルトガルご ポルトガルご￣ португальский язык

まお／まおさん ま￢お／ま￢おさん Мао (японское женское имя)

まり／まりさん ま￢り／ま￢りさん Мари (японское женское имя)

むすこ むすこ￣ мой сын

むすこさん むすこさん￣ ваш (чей-то) сын

むすめ むすめ￢ моя дочь

むすめさん むすめさん￣ ваша (чья-то) дочь

りょうしん りょ￢うしん родители

わあ ――― ух ты

わたし わたし￣ я

わたしたち わたし￢たち мы

アクセサリー
ア￢クセサリー、
アクセ￢サリー

украшения, бижутерия

あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す собирать, коллекционировать

あみもの あみ￢もの вязание, вязаное изделие

いご い￢ご игра "го" (японские шашки)

え え￢ картина

えいが えいが￣、え￢いが фильм

えんげき えんげき￣ спектакль, пьеса, драматическое искусство

おかし（かし） おか￢し сладости, снеки

おんがく お￢んがく музыка

ガーデニング ガーデニング￣ садоводство

がいこくご がいこくご￣ иностранный язык

かきます 【かく1】 かきま￢す писать

かっこいい かっこい￢い классный, стильный

カラオケ カラオケ￣ караоке

カレー カレー￣ карри

かわいい かわい￢い хорошенький, миленький

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す слушать

きって きって￣ марка

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

классика

コイン コ￢イン монета

こと こと￢
дело, факт, обстоятельство; грам. субстантива
тор

こども こども￣ ребенок

サイクリング サ￢イクリング катание на велосипеде

サッカー(します）（【～する3】） サ￢ッカー футбол (играть в)

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Сато (японская фамилия)

さんぽ（します）（【～する3】） さんぽ￣ прогулка（гулять）

しあい しあい￣ матч, соревнование

じこしょうかい じこしょ￢うかい рассказ о себе
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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

しゃしん しゃしん￣ фотография

しゅみ しゅ￢み хобби

しょうぎ しょうぎ￣ сёги –японские шахматы

じょうば じょうば￣ верховая езда

すいえい すいえい￣ плавание

すき（な） すき￢ любимый

そう そ￢う так

たこあげ たこ￢あげ запускание воздушного змея

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)

チーム チ￢ーム команда ス

チェス チェ￢ス шахматы

チキンカレー チキンカ￢レー карри с курицей

ちょう～ 超～ ちょ￢う～ очень

つくります 【つくる1】 つくりま￢す создавать, готовить

とき (時） とき￢ время

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

どくしょ （読書） ど￢くしょ чтение

とくに と￢くに в частности, особенно

ともだち ともだち￣ друг, друзья

ドライブ ドラ￢イブ вождение

とります 【とる1】 とりま￢す брать

どんな ど￢んな какой

なに／なん な￢に／な￢ん что

なります(～に／～く）　【なる1】 なりま￢す становиться …

にんぎょう にんぎょう￣ кукла

のだ／のださん のだ￣／のださん￣ Нода (японская фамилия)

はじめまして はじめま￢す рад(а) с вами познакомиться

バッハ バ￢ッハ Иоганн Бах

バルセロナ バルセ￢ロナ Барселона ス

ハロー ハ￢ロー Хэлоу! Привет!

ひま（な） ひま￣ досуг (свободный о времени)

フルーツケーキ フルーツケ￢ーキ фруктовый торт

みます 【みる2】 見ます みま￢す смотреть

よく よ￢く часто

りょうり 料理 りょ￢うり еда, блюда

りょこう（します）（【～する3】） りょこう￣ путешествие (путешествовать)

わかい わか￢い молодой

あき あ￢き осень

あじさい あじさい￣ гортензия

あたたかい あたたか￢い теплый

あつい あつ￢い жаркий

あめ あ￢め дождь

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

いちばん いちばん￣ самый

いつ い￢つ когда

いつごろ いつごろ￣ когда примерно

いねかり いね￢かり сбор риса

いま い￢ま сейчас

うき う￢き сезон дождей

うぐいす うぐ￢いす

камышевка 
(но традиционный перевод, в частности при п
ереводе японской поэзии, - "соловей")

おいしい おいしい￣、おいし￢い вкусный

おおさか 大阪 おおさか￣ город Осака ス

おがわ／おがわさん
おがわ￣／
おがわさん￣

Огава (японская фамилия)

がつ／～がつ ～月 ――― месяц

かんき か￢んき сухой период, засуха

きおん きおん￣ температура

3

3/15 ©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

きせつ き￢せつ сезон, время года

きれい（な） き￢れい красивый

くだもの くだ￢もの фрукты

くに くに￣、～くに￢ страна

コート コ￢ート пальто ス

こおろぎ こ￢おろぎ сверчок

こたつ こたつ￣

"котацу" (японский традиционный столик с в
монтированным отоплением, сверху накрывае
тся одеялом)

こどもたち こども￢たち дети ス

ごろ／～ごろ ～ご￢ろ примерно, около

さくら さくら￣ сакура ス

さむい さむ￢い холодный

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ ну, тогда

じょやのかね じょ￢やのかね
колокол, в который ударяют 108 раз в канун Н
ового года

すいかわり すいか￢わり

"суйка-вари" 
(разбивание арбуза, одно из летних развлечен
ий в Японии, когда человек с завязанными гла
зами палкой пытается разбить арбуз)

スキー スキ￢ー лыжи

すずしい すずし￢い прохладный (освежающе прохладный)

せみ せみ￣ цикады

だいたい だいたい￣ по большей части

たうえ たうえ￢ посадка риса

たべもの 食べもの たべ￢もの еда

だめ（な） だめ￢ нельзя; негодный, неподходящий ス

たんぼ たんぼ￣ рисовое поле

つきみ (月見） つきみ￣ любование луной

つゆ つゆ￣ сезон дождей

てんき て￢んき погода

ど／～ど ～￢ど градус

どうして ど￢うして почему, каким образом

とても とても￢ очень

なつ なつ￢ лето

なつやすみ なつや￢すみ летние каникулы ス

なべりょうり なべりょ￢うり набэ (блюдо японской кухни)

にがて（な） にがて￣ слабая сторона, быть слабым в чем-то

にゅうがくしき にゅうがく￢しき
церемония поступления в учебное заведение 
(церемония начала нового учебного года)

はな はな￢ цветы

はなび は￢なび фейерверк

はなみ はなみ￢ любование цветами

はる は￢る весна

ひまわり ひま￢わり подсолнечник

ぶどう ぶどう￣ виноград

ぶどうがり ぶどうがり￣ сбор винограда

ふゆ ふゆ￢ зима

ふります 【ふる１】 ふりま￢す идти (о дожде, снеге)

へいきん へいきん￣ в среднем

まつり まつり￣ фестиваль

むしあつい むしあつ￢い душный

もみじ も￢みじ алые листья клёна

やまだ／やまださん やまだ￣／やまださん￣ Ямада (японская фамилия)

ああ ――― а-а

あした あした￢ завтра

いい い￢い хороший

ええ ――― да

おかげさまで おかげさまで￣
при ответе на вопрос "как дела?" – дословно :
"вашими молитвами"

おはよう おはよう￣ доброе утро, привет ス
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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

カイロ カ￢イロ Каир

かぜ かぜ￣ ветер

きのう きの￢う、きのう￣ вчера

きもち（が） いい きもちが い￢い приятный

きょう きょ￢う сегодня

くもり くもり￢ облачность, пасмурная погода

くもります 【くもる1】 くもりま￢す быть облачным, затягиваться облаками

げんき（な） げ￢んき бодрый, здоровый

ごご ご￢ご вторая половина дня ス

こっち こっち￢ здесь

こんにちは こんにちは￢ добрый день, здравствуйте ス

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Саппоро

サンパウロ サンパ￢ウロ Сан-Паулу

シドニー シ￢ドニー Сидней

ジャカルタ ジャカルタ￣ Джакарта

すごい すご￢い поразительный

せかい 世界 せ￢かい мир

せんしゅう せんしゅう￣ прошлая неделя

センチ／～センチ ～セ￢ンチ сантиметр

ソウル ソ￢ウル город Сеул

そして そして￣ затем, потом ス

そっち そっち￢ там

たいへん（な） たいへん￣ тяжелый, утомительный (об уборке и т.д.)

たぶん た￢ぶん наверное ス

つもります 【つもる1】 つもりま￢す скапливаться, нагромождаться (в т.ч. о снеге)

つよい つよ￢い сильный ス

どう ど￢う как

とやま 富山 と￢やま Тояма (город и префектура)

ニューヨーク ニューヨ￢ーク Нью-Йорк

はい は￢い да

はれ はれ￢ ясно, солнечно

はれます 【はれる2】 はれま￢す быть солнечным, ясным

ひさしぶり ひさしぶり￣ давно не виделись

ふきます 【ふく1】 ふきま￢す
дуть (о ветре), 
играть на музыкальных инструментах

ふくおか 福岡 ふく￢おか
Фукуока (центральный город одноименной пр
ефектуры)

ペキン （北京） ペ￢キン Пекин

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう остров Хоккайдо ス

まいにち ま￢いにち каждый день

もしもし も￢しもし алло

モスクワ モスクワ￣ Москва

ゆき ゆき￢ снег

よく よ￢く хорошо

ロサンゼルス ロサンゼ￢ルス Лос-Анджелес

ロンドン ロ￢ンドン Лондон

あきはばら 秋葉原 Акихабара (район Токио)

あさ あ￢さ утро

あたり あ￢たり окрестности

あぶない あぶない￣、あぶな￢い опасный

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す идти

いざかや いざかや￣

идзакая 
(японский ресторан, где обслуживают алкогол
ьными напитками и японскими закусками)

いっしょに いっしょに￣ вместе

いろいろ（な） いろいろ￣ различный, разный

うえの 上野 うえの￣ Уэно (район Токио) ス

うえのこうえん 上野公園 うえのこ￢うえん парк Уэно

うおいちば うおい￢ちば Рыбный рынок

え／えっ ――― междометие "что?", выражает удивление ス
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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

ええと／えっと／ええっと ――― междометие "мм" ス

えき え￢き станция, вокзал

おおい お￢おい многочисленный

おしゃれ（な） おしゃ￢れ модный, стильный

おもしろい おもしろ￢い интересный

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す стараться ス

ぎんざ 銀座 ぎんざ￣ Гиндза (район Токио)

ゲームセンター ゲームセ￢ンター игровой центр ス

こうえん こうえん￣ парк

こうきょ 皇居 こ￢うきょ Императорский дворец

コース コ￢ース курс ス

ここ ここ￣ здесь

この この￣ этот

じかん／～じかん ～じ￢かん ～часов

しずか（な） し￢ずか тихий

しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Синдзюку (район Токио)

ぜひ ぜ￢ひ обязательно

それから それから￢ затем, потом ス

タウン タ￢ウン Таун, центр города

たかい たか￢い дорогой

たくさん たくさん￣ много ス

たのしい たのし￢い веселый

ちかく ち￢かく、ちか￢く около, поблизости ス

ちょっと ちょ￢っと на минуточку, ненадолго

つきじ 築地 つきじ￣
Цукидзи (район Токио, где находится самый и
звестный рыбный рынок)

でんきてん でんき￢てん магазин электротоваров

どうぶつえん どうぶつ￢えん зоопарк

とおい とおい￣、とお￢い далекий

どの ど￢の какой, который (из многих)

にぎやか（な） にぎ￢やか оживлённый, людный

にしぐち 西口 にしぐち￣ западный выход

バス バ￢ス автобус

はやい はや￢い ранний

はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Харадзюку (район Токио)

ひがしぐち 東口 ひがしぐち￣ восточный выход

ひと （人） ひと￣、～ひと￢ человек

ひろい ひろ￢い широкий, просторный

ファッション ファ￢ッション мода ス

ふじさん （富士山） ふ￢じさん гора Фудзи

べんり（な） べ￢んり удобный

まち まち￢ город

みせ みせ￢ ресторан, лавка, магазин

やすい やす￢い дешевый

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Юко (японское женское имя) ス

ゆうめい（な） ゆうめい￣ известный

よる よ￢る ночь

レストラン レ￢ストラン ресторан

わかります 【わかる1】 わかりま￢す понимать, знать

あ／あっ ――― да? (удивл.)

あおい あお￢い голубой

あかい あかい￣、あか￢い красный

あそこ あそこ￣ вон там

あの あの￣ тот

ありがとう あり￢がとう спасибо

あれ あれ￣ вон то

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ нет

ううん／うーん ――― нет ス

おおきい 大きい おおき￢い большой

かど か￢ど угол
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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

ぎんこう ぎんこう￣ банк

こうさてん こうさてん￣ перекресток

しろい しろ￢い белый

しんごう しんごう￣ светофор

すぐ す￢ぐ сразу

すみません すみませ￢ん извините

たいしかん たいし￢かん посольство

たかい たか￢い высокий

たてもの たて￢もの здание

タワー タ￢ワー башня

デパート デパ￢ート универмаг

どうも ど￢うも спасибо

どうやって ど￢うやって как, каким образом, каким видом транспорта? ス

とおり とおり￢ улица

どこ ど￢こ где

となり となり￣ рядом, по соседству ス

はくぶつかん はくぶつ￢かん музей

はし はし￢ мост

ひだり ひだり￣ лево

ひとつ １つ／一つ ひと￢つ один

ひとつめ １つめ／一つめ ひとつめ￢ первый

ビル ビ￢ル здание

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ два

ふたつめ ２つめ／二つめ ふたつめ￢ второй

ほそながい ほそなが￢い продолговатый

まがります 【まがる1】 まがりま￢す поворачивать

まっすぐ（な） まっす￢ぐ прямо

まるい まるい￣、まる￢い круглый

みえます 【みえる2】 見えます みえま￢す виднеться

みぎ みぎ￣ право

みち みち￣ улица

ゆうびんきょく ゆうび￢んきょく почта, почтовое отделение

わたります 【わたる1】 わたりま￢す переходить (мост, дорогу и т.д.)

あのう ――― междометие (эй, ну)

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Абэ (японская фамилия)

いりぐち いりぐち￣ вход

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す опаздывать

おそい おそい￣、おそ￢い медленный

きます 【くる3】 来ます きま￢す приходить

きやま／きやまさん き￢やま／き￢やまさん Кияма (японская фамилия)

コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ кафе, кофейня

じ／～じ ～時 ～￢じ час

じかん じかん￣ время

じゅうたい じゅうたい￣ пробки (на дорогах)

だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ в порядке, нормально

たのしみ たのし￢み удовольствие, радость

でかけます 【でかける2】 でかけま￢す выходить

でんしゃ でんしゃ￣、で￢んしゃ электричка, поезд

とまります 【とまる1】 とまりま￢す останавливаться

どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび суббота

にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび／に￢ち воскресенье

ばしょ ばしょ￣ место

ははは ――― ха-ха-ха ス

ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ～минут

まえ ま￢え перед

また また￢ снова

まちあわせ（します）（【～する3】） まちあわせ￣ встреча (назначать встречу, ждать кого-то)

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す ошибаться

まちます 【まつ1】 まちま￢す ждать

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す заблудиться
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よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Ёсида (японская фамилия)

ロビー ロ￢ビー лобби

あと あ￢と после

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

ス

おすし（すし） おす￢し суси

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

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ сувенир

かいます 【かう1】 買います かいま￢す покупать

さかな 魚 さかな￣ рыба

しょくじ（します）（【～する3】） しょくじ￣ еда, прием пищи（есть, кушать）

すいじょうバス すいじょうバ￢ス речной катер, прогулочный катер

すいぞくかん すいぞく￢かん океанариум

スカイツリー スカイツリ￢ー
Скай Три - "небесное дерево" — телевизионна
я башня в районе Сумида, Токио

ス

せかいいち （世界一） せか￢いいち номер 1 в мире

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す есть, кушать

ちいさい 小さい ちいさ￢い маленький ス

ちかい ちか￢い близкий ス

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

どうぶつ どうぶつ￣ животное

どれ ど￢れ который (из 2-х) ス

のります 【のる1】 のりま￢す садиться в транспорт

びじゅつかん びじゅつ￢かん картинная галерея

ふね ふ￢ね корабль, лодка

まだ ま￢だ еще

みず 水 みず￣ вода

めずらしい めずらし￢い редкий

もう も￢う уже

もちろん もち￢ろん конечно ス

やけい やけい￣ ночной пейзаж

やたい や￢たい ручная тележка торговца

ラーメン ラ￢ーメン лапша рамэн (из пшеничной муки)

ライトアップ ライトア￢ップ подсветка ночного города

りょうがえ（します）（【～する3】） りょうがえ￣ обмен валюты (обменивать валюту)

れきし れきし￣ история

アラビアご アラビアご￣ арабский язык

いいます 【いう1】 言います いいま￢す говорить

いちど いちど￢ один раз

いままでに いまま￢でに до настоящего времени

いみ い￢み смысл

いやあ ――― Ну-у ス

おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す объяснять, рассказывать, учить

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す запоминать, помнить

がいこく がいこく￣ зарубежная страна, заграница

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す писать

かします 【かす1】 かしま￢す одалживать кому-то

カタカナ カタカ￢ナ

катакана (японская слоговая азбука для напис
ания заимствованных слов, а также выделения 
какого-то слова)

かんじ かんじ￣ иероглифы

かんたん（な） かんたん￣ простой

こうこう こうこう￣ старшая школа, старшие классы

サイト サイト￣ сайт

じしょ じ￢しょ словарь

しょうがっこう しょうが￢っこう начальная школа

スペイン スペ￢イン Испания

スペインご スペインご￣ испанский язык

ぜんぜん ぜんぜん￣ совсем ス
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その その￣ тот

だいがく だいがく￣ университет

たんご たんご￣ слово (как единица словаря)

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す отличаться

ちゅうがっこう ちゅうが￢っこう средняя школа

つかいます 【つかう1】 つかいま￢す использовать

でんしじしょ でんしじ￢しょ электронный словарь

ドイツ ド￢イツ Германия

ドイツご ドイツご￣ немецкий язык

どうぞ ど￢うぞ пожалуйста, вот

なまえ なまえ￣ имя

にます【にる1】 にま￢す быть похожим

ねん／～ねん ～年 ――― ～год

はつおん はつおん￣ произношение

ひらがな ひらが￢な
хирагана (японская слоговая азбука для напис
ания японских слов)

フランス フランス￣ Франция

フランスご フランスご￣ французский язык

ぶん ぶ￢ん предложение

ぶんか 文化 ぶ￢んか культура

ぶんぽう ぶんぽう￣ грамматика

ほんじつきゅうぎょう 本日休業 ほ￢んじつきゅうぎょう сегодня выходной день ス

むずかしい
むずかしい￣、
むずかし￢い

сложный

もう もう￣ еще

もじ も￢じ буквы

やすみ 休み やすみ￢ выходной, отпуск, каникулы ス

よみます 【よむ１】 読みます よみま￢す читать

リスト リ￢スト список

れんしゅう（します）（【～する3】） れんしゅう￣ упражнения (делать упражнения)

イギリス イギリス￣ Англия ス

いつか い￢つか когда-нибудь

いれます 【いれる2】 いれま￢す добавлять, вкладывать ス

インド イ￢ンド Индия ス

うた うた￢ песня

おかね（かね） お金(金） おかね￣ деньги ス

おどり おどり￣ танец

かい／～かい ――― раз

かぶき かぶき￣ театр Кабуки

かわい／かわいさん
かわい￣／
かわいさん￣

Каваи (японская фамилия)

かわりに かわりに￣ вместо

きっぷ きっぷ￣ билет

きょうし きょ￢うし учитель

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 ч-либо

コーナー コ￢ーナー уголок

こけし こけし￣ "кокэси" (японская деревянная куколка)

ざっし ざっし￣ журнал

ししゅう ししゅう￣ вышивка

しゅう しゅ￢う неделя

しゅっちょう（します）（【～する3】） しゅっちょう￣ командировка (ехать в командировку)

しょうらい しょ￢うらい будущее

ステージ ステ￢ージ сцена

せいかつ 生活 せいかつ￣ жизнь

ソーセージ ソーセ￢ージ колбаса, сосиска

タイ タ￢イ Таиланд

タイじん タイ￢じん таец ス

だいすき（な） だ￢いすき очень любимый, обожаемый ス

タコス タ￢コス Тако (блюдо мексиканской кухни)
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ダンス ダ￢ンス танец

ちず ち￢ず карта

チヂミ チヂミ￣
Чон 
(блюдо корейской кухни, оладьи с начинкой)

つうやく つ￢うやく устный перевод

つき (月） つき￢ луна, месяц

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す помогать

でんわ (電話） でんわ￣ телефон

ドイツじん ドイツ￢じん немец ス

ときどき ときどき￢ иногда

ドラマ ド￢ラマ сериал

なか な￢か внутри

ならいます 【ならう1】 ならいま￢す учиться

ねん 年 ね￢ん год

はなし （話） はなし￢ разговор ス

ピロシキ ピロ￢シキ、ピロシキ￣ пирожки

フィリピン フィ￢リピン Филиппины

ほん ほ￢ん книга ス

ほんとう ほんとう￣ на самом деле ス

ほんやく（します）（【～する3】） ほんやく￣ письменный перевод (делать)

まず ま￢ず для начала ス

マレーシア マレ￢ーシア Малайзия

ミニレッスン ミニレッ￢スン мини урок

みんげいひん 民芸品 みんげいひん￣ изделия народный промыслов

むこう むこ￢う、むこう￣ напротив ス

ムルタバ ムルタバ￣

Мартабак (овощи, мясо, завернутые в блин, из
начально блюдо арабской кухни, сейчас попул
ярно и в Азии)

メキシコ メキシコ￣ Мексика

よよぎ 代々木 よよぎ￣ Ёёги (район в Токио) ス

りゅうがく（します）（【～する3】） りゅうがく￣ стажировка (стажироваться)

ロシア ロ￢シア Россия

あか あ￢か красный цвет

おさけ（さけ） おさけ￣ алкогольный напиток

おちゃ（ちゃ） おちゃ￣ зеленый чай

おにぎり おに￢ぎり
онигири (шарики, слепленные из риса с добав
лением начинки из рыбы и т.д.)

おねがいします おねがいしま￢す прошу Вас

おべんとう（べんとう） おべんとう￣ бэнто (завтрак или обед с собой)

からあげ からあげ￣ кара-агэ (зажаренные кусочки курицы)

ケーキ ケ￢ーキ пирожное, торт

コップ コップ￣ стакан

ごみぶくろ ごみぶ￢くろ пакет для мусора

さら さら￣ тарелка

サラダ サ￢ラダ салат

サンドイッチ サンドイ￢ッチ сэндвич, бутерброд

シート シ￢ート покрывало (на пикниках ит.д.)

します（～に） 【～する3】 しま￢す выбрать что-либо, остановиться на чем-либо

ジュース ジュ￢ース сок

しろ し￢ろ белый цвет

そと そ￢と улица

たまごやき 卵やき たまごやき￣
омлет (жареные яйца с соевым соусом, бульон
ом  и специями)

チョコレート チョコレ￢ート шоколад

どっち ど￢っち какой из двух

にほんしゅ にほんしゅ￣ японское сакэ

のみもの 飲みもの のみ￢もの напитки

はし は￢し палочки

バナナ バ￢ナナ банан

ビール ビ￢ール пиво

ピクニック ピ￢クニック пикник
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ほか ほか￣ кроме, другой

ポテトチップス ポテトチ￢ップス картофельные чипсы

メモ メ￢モ заметка

もちます 【もつ1】 もちま￢す держать (в руках)

もっていきます 【もっていく1】 もっていきま￢す уносить

もの もの￢ вещь

やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Яги (японская фамилия)

らいしゅう らいしゅう￣ следующая неделя

りんご りんご￣ яблоко

ワイン ワ￢イン вино

あじ あじ￣ вкус

あまい あまい￣、あま￢い сладкий

アンチョビ アンチ￢ョビ анчоусы

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

いっぱい い￢っぱい одна чашка

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ полный (полный живот, я наелся)

うめぼし うめぼし￣ умэбоси (сушеные сливы)

えび えび￣ креветки

えびせんべい えびせ￢んべい
эби-сэмбэй 
(сухое рисовое печенье с креветками)

おなか おなか￣ живот

からい から￢い острый

キムチ キ￢ムチ

кимчхи 
(корейское острое блюдо из квашеных овоще
й)

きゅうり きゅ￢うり огурцы

キンパ キ￢ンパ кимбап (корейское блюдо)

クロッポ ク￢ロッポ
крупук (блюдо малайской кухни, напоминает 
чипсы)

けっこう（な） け￢っこう достаточный

こんぶ こ￢んぶ ламинария, морская капуста

しゃけ／さけ しゃ￢け／さ￢け лосось

しょっぱい しょっぱ￢い соленый

スープ ス￢ープ суп

すっぱい すっぱ￢い кислый

それ それ￣ то

たまご 卵 たま￢ご яйца

チーズ チ￢ーズ сыр

つけもの つけもの￣ маринады, соленья

ツナ ツ￢ナ тунец (консервы)

でも で￢も но, однако, хотя

トマト ト￢マト помидоры, томаты

ハム ハ￢ム ветчина

ピクルス ピ￢クルス пикули (соленья)

ほんとに ほんとに￣ действительно ス

まんじゅう まんじゅ￢う
мандзю (японские сладости с начинкой из сла
дкой бобовой пасты)

よかったら よ￢かったら если вам будет удобно, если вы не возражаете

レモン レ￢モン лимон

わさび わ￢さび васаби (японский хрен)

あいます 【あう1】 会います あいま￢す встречаться

あたらしい 新しい あたらし￢い новый ス

いかが いか￢が как

オーケー お￢ーけー окей ス

おつかれさま おつかれさま￣
до свидания 
(дословно «спасибо за вашу работу»)

オフィス オ￢フィス офис

おゆ（ゆ） おゆ￣ горячая вода, кипяток

か（かようび） 火 か￢ вторник
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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

かいぎ 会議 か￢いぎ собрание

かいてき（な） かいてき￣ удобный, уютный

かぎ かぎ￢ ключ

くうこう 空港 くうこう￣ аэропорт

げつ（げつようび） 月 げ￢つ понедельник

ごう／～ごう ～号 ～￢ごう номер

こうじょう 工場 こうじょ￢う фабрика, завод

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Сайто (японская фамилия)

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

じさ じ￢さ разница во времени

ししゃ し￢しゃ филиал, отделение

シャワー シャ￢ワー душ ス

じゅうよっか （十四日） じゅ￢うよっか 14-е число

しゅっぱつ（します）（【～する3】） 出発（します） しゅっぱつ￣
отправление, выезд, взлет 
(отправляться, выезжать)

しります 【しる1】 しりま￢す знать

しんいち／しんいちさん 新一／新一さん
しんいち￣／
しんいちさん￣

Синъити (японское мужское имя)

すい（すいようび） 水 す￢い среда

すきます 【すく1】 すきま￢す быть пустым

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

расписание, план, график

ずっと ずっと￣ постоянно ス

だい～ 第～ だ￢い～ преф. порядковых чисел

チェック（します）（【～する3】） チェッ￢ク проверка (проверять)

つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す уставать

つきます 【つく1】 つきま￢す прибывать ス

でます（おゆが） 【でる2】 でま￢す выходить ス

でむかえ でむかえ￣ встреча, прием

でんき で￢んき электричество

でんわばんごう 電話番号 でんわば￢んごう номер телефона

とうちゃく（します）（【～する3】） 到着（します） とうちゃく￣ прибытие (прибывать)

とおか (十日) とおか￣ 10-е число

ドライバー ドライバー￣ водитель

ながい なが￢い длинный, продолжительный ス

なし（ない） な￢し нет ス

にじゅうよっか （二十四日） にじゅうよっか￣ 24-е число

にち／～にち ～日 ――― день

はつか (二十日) はつか￣ 20-е число

はん／～はん ～半 ～は￢ん половина

ばんごう (番号） ばんご￢う номер ス

ひる ひる￢ день ス

びん び￢ん рейс

フライト フライト￣ полет, рейс

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

ス

ほんしゃ ほ￢んしゃ главный офис

まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ так себе

むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す встречать

メール メール￣ электронное письмо

モーターズ モ￢ーターズ "Моторс"

もらいます 【もらう1】 もんだい￣ получать

もんだい もんだい￣ проблема, задание ス

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す пропускать занятия ス

ようこそ よ￢うこそ добро пожаловать

ローマ ロ￢ーマ Рим ス

うけつけ うけつけ￣ приемная, ресепшн

おせわ（せわ） おせ￢わ услуга, помощь, забота

かります 【かりる2】 かりま￢す брать взаймы, снимать
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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

こくさいでんわ（します）（【～する
3】）

こくさいで￢んわ международный звонок (делать)

こちら こちら￣ здесь, это

こちらこそ こちらこ￢そ взаимно

コピー（します）（【～する3】） コ￢ピー копия (делать)

コピーき コピ￢ーき копировальный аппарат

これ これ￣ это

こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す сломаться

コンピューター コンピュ￢ーター компьютер

じぶん じぶん￣ сам, самостоятельно

じむ じ￢む дело, служба

しゃちょう しゃちょう￣ директор компании

スタッフ スタ￢ッフ персонал

それじゃあ／それでは
それじゃ￢あ／
それで￢は

итак

ちゅう／～ちゅう （～中） ～ちゅう￣ во время ～ ス

つたえます 【つたえる2】 つたえま￢す передавать

パソコン パソコン￣ компьютер

ひしょ ひ￢しょ секретарь

ファックス ファ￢ックス факс
プリントアウト（します）（【～する
3】）

プリントア￢ウト распечатки (распечатывать)

ぺらぺら（な） ぺらぺら￣ беглый

ペン ペ￢ン ручка

みおくり みおくり￣ проводы кого-либо

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

よろしく よろしく￣ прошу любить и жаловать

らいげつ (来月） ら￢いげつ следующий месяц

あげます 【あげる2】 あげま￢す поднимать

あし あし￢ нога

あたま あたま￢ голова

あまり あまり￣ не очень, не особо

いき い￢き дыхание

いそがしい いそがし￢い занятой ス

いたい いた￢い больно, болит

う ――― ай ス

うえ うえ￣、うえ￢ на, верх ス

うで うで￢ рука (от плеча до кисти)

おおきく（おおきい） 大きく（大きい） お￢おきく、おおき￢く зд. глубоко

おふろ（ふろ） おふ￢ろ ванная

おわり おわり￣ конец ス

かお かお￣ лицо

かた か￢た плечи

からだ からだ￣ тело, организм

きゅうに（きゅうな） きゅうに￣（きゅうな￣） резко, внезапно

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう￣ молоко

くすり くすり￣ лекарство

くち (口） くち￣ рот

くび くび￣ шея

けんこう けんこう￣ здоровье

こうやって こうやって￢ вот таким образом

こし こし￣ поясница

ごはん ご￢はん вареный рис

こんど こ￢んど на этот раз, теперь ス

さいきん さいきん￣ в последнее время ス

さいご さいご самый конец ス

しんこきゅう しんこ￢きゅう глубокое дыхание ス

すいます 【すう1】 すいま￢す вдохнуть

ストレス スト￢レス стресс ス

せなか せなか￣ спина
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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

たいそう（します）（【～する3】） たいそう￣ гимнастика (делать)

たかく（たかい） た￢かく высоко

て て￢ рука (ладонь)

ねます【ねる2】 ねま￢す ложиться спать

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す пить

は は￢ зубы

はいります 【はいる1】 はいりま￢す входить

はきます 【はく1】 はきま￢す выдыхать

はな はな￢ нос

はやく（はやい） は￢やく быстро

まげます 【まげる2】 まげま￢す согнуть

まわします 【まわす1】 まわしま￢す вращать

みみ みみ￢ уши

むね むね￢ грудь

むり（します）（【～する3】） む￢り перенапрягаться, делать через силу

め め￢ глаза

やります 【やる1】 やりま￢す делать ス

ゆっくり ゆっく￢り не спеша, медленно

あさごはん あさご￢はん завтрак

あなた あな￢た Вы, ты

あるきます 【あるく1】 あるきま￢す ходить пешком

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

анкета

いえ いえ￢ дом ス

ウォーキング ウォ￢ーキング прогулка

エアロビクス エアロビ￢クス аэробика

およぎます 【およぐ1】 およぎま￢す плавать

キロ／～キロ ～￢キロ километр

グループ グル￢ープ группа

けんこうてき（な） けんこうてき￣ здоровый

こたえ こた￢え ответ

こたえます 【こたえる2】 こたえま￢す отвечать

しつもん しつもん￣ вопрос

ジム ジ￢ム тренажерный зал

しゅうまつ しゅうまつ￣ выходные

ジョギング（します）（【～する3】） ジョギング￣ бег трусцой (бегать)

スポーツ スポ￢ーツ спорт

たばこ たばこ￣ сигареты

つぎ つぎ￢ следующий, в следующий раз

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

сколько (о времени)

トレーニング（します）（【～する3】） トレ￢ーニング тренировки (тренироваться)

なにか な￢にか что-нибудь

なにも なにも￣ ничего

はしります 【はしる1】 はしりま￢す бежать

プール プ￢ール бассейн ス

まいあさ ま￢いあさ каждое утро

やさい やさい￣ овощи

ヨガ ヨ￢ガ йога

リラックス（します）（【～する3】） リラ￢ックス расслабление (расслабляться) ス

あかちゃん あ￢かちゃん малыш, новорожденный

あげます 【あげる2】 あげま￢す давать, дарить

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す развлекаться, играть

いろ いろ￢ цвет ス

うまれます 【うまれる2】 うまれま￢す родиться ス

おいわい（いわい） おいわい￣ празднование

おなじ おなじ￣ одинаковый ス

おもちゃ おも￢ちゃ игрушка

かざります 【かざる1】 かざりま￢す украшать

かばん かばん￣ сумка, портфель
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かれ か￢れ
здесь - возлюбленный, 
парень, молодой человек

き き￣ дух ス

きに いります きに いりま￢す нравиться ス

きます 【きる2】 きま￢す носить, надевать

クリスマス クリス￢マス Рождество

けっこん（します）（【～する3】） けっこん￣ брак, свадьба（жениться, выходить замуж）

コーヒーカップ コーヒーカ￢ップ кофейная чашка

シャツ シャ￢ツ рубашка

しゅうしょく（します）（【～する3】） しゅうしょく￣ устройство на работу (устраиваться на работу)

しゅっさん（します）（【～する3】） しゅっさん￣ рождение ребенка, роды (родить)

じょうず（な） じょうず￢ умелый, ловкий ス

すてき（な） すてき￣ великолепный

セーター セ￢ーター свитер

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

たとえば たと￢えば например

たんじょうび たんじょう日 たんじょ￢うび день рождения

とけい とけい￣ часы

にあいます 【にあう1】 にあいま￢す быть подходящим, быть к лицу

にゅうがく（します）（【～する3】） にゅうがく￣
поступление в учебное заведение 
(поступать в учебное заведение)

ネクタイ ネ￢クタイ галстук

ネックレス ネ￢ックレス ожерелье

バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー день святого Валентина

ひ （日） ひ￢、ひ￣ день

ふふふ ――― хи-хи-хи ス

プレゼント プレ￢ゼント подарок

へや へや￢ комната

ボーイフレンド ボーイフレ￢ンド возлюбленный, парень, молодой человек

まあ ま￢あ ну-у ス

やさしい やさしい￣、やさし￢い простой ス

あけます 【あける2】 あけま￢す открывать

いつまでも い￢つまでも навсегда

うれしい うれし￢い радостный, довольный

おめでとう おめでとう￣ поздравляю

おもいます 【おもう1】 おもいま￢す думать

カード カ￢ード карточки

かてい かてい￣ дом, семья

きっと きっと￣ непременно, обязательно

クラス ク￢ラス класс, группа

ごけっこん（けっこん） ごけっこん￣ ваша свадьба (свадьба)

これからも これからも￢ впредь

しあわせ（な） しあわせ￣ счастье, счастливый

たいせつ（な） たいせつ￣ важный

たいせつに します たいせつに しま￢す бережно относиться

パーティー パ￢ーティー вечеринка

ひっこし（します）（【～する3】） ひっこし￣ переезд（переезжать）

ひつよう（な） ひつよう￣ нужный, необходимый

みんな みんな￢ все

よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す радоваться, веселиться
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