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『まるごと　日本のことばと文化』初級1（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

あに あ￢に (мой) старший брат
あね あね￣ (моя) старшая сестра
あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す ходить пешком
いい い￢い хороший
いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ нет
いきます 【いく1】 行きます いきま￢す идти
いっしょに いっしょに￣ вместе
いま 今 い￢ま сейчас

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

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 （家） うち￣ дом
えいご 英語 えいご￣ английский язык
ええ ――― да
オーストラリア オーストラ￢リア Австралия
オーストラリアじん オーストラリア人 オーストラリア￢じん австралиец
おかあさん お母さん 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
おじいちゃん おじ￢いちゃん мой дедушка
おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す учить
おしごと（しごと） お仕事(仕事) おし￢ごと работа
おっと おっと￣ (мой) муж
おとうさん お父さん 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
おとこ 男 おとこ￢ мужчина
おとこのこ 男の子 おとこ￢のこ мальчик
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
おばあちゃん おば￢あちゃん бабушка
おんな 女 おんな￢ женщина
おんなのひと 女の人 おんなのひと￢ женщина (вежливо)
かいご か￢いご уход, выхаживание
かいしゃ 会社 かいしゃ￣ фирма, компания
かいしゃいん かいしゃ￢いん работник фирмы
かぞく か￢ぞく семья
がっこう 学校 がっこう￣ школа
かようび／か 火よう日／火 かよ￢うび вторник
きます 【くる3】 来ます きま￢す приходить
きょうだい きょ￢うだい брат, сестра, братья и сестры
くにたち 国立 くにたち￣ Кунитати (станция метро и район Токио)
くるま 車 くるま￣ машина

くん／～くん ―――

～кун (вежливый суффикс, используется при ф
амильярном обращении или обращении к свер
стникам)

ご／～ご ～語 ～ご￣ ～язык
ごしゅじん ごしゅ￢じん (ваш, чей-то) муж
こども 子ども こども￣ ребенок
この この￣ этот

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

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

これ これ￣ это
コンサルタント コンサ￢ルタント консультант
コンピューター コンピュ￢ーター компьютер
さい／～さい ～￢さい ～лет (счетный суффикс для возраста)
さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Сато (японская фамилия)

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

じ ～時 ～￢じ  ～часов
じかん 時間 じかん￣ время
しごと 仕事 しごと￣ работа

じてんしゃ
じてんしゃ￣、
じて￢んしゃ

велосипед

しながわ 品川 しながわ￣ Синагава (район Токио)
します 【する3】 しま￢す делать, совершать
じゃあ じゃ￢あ ну тогда
しゅふ しゅ￢ふ домохозяйка
じん／～じん ～人 ～￢じん национальность
しんせき しんせき￣ родственники
すいようび／すい 水よう日／水 すいよ￢うび среда
すみます 【すむ1】 すみま￢す жить, проживать
そう そ￢う так
そふ そ￢ふ мой дедушка
そぼ そ￢ぼ моя бабушка
だいたい だいたい￣ по большей части ス

たくさん たくさん￣ много
たのしい 楽しい たのし￢い веселый
だれ だ￢れ кто
ちかい ちか￢い близкий
ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (мой) отец
つま つ￢ま (моя) жена
でも で￢も но, однако, хотя
でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ электричка, поезд
どう ど￢う как
とうきょう 東京 とうきょう￣ Токио
どうやって ど￢うやって как, каким образом, каким видом транспорта?
どこ ど￢こ где
ところ ところ￢ место

どのぐらい
どのぐらい￣、
ど￢のぐらい

сколько (о времени)

ともだち 友だち ともだち￣ друг, друзья
なに／なん 何 な￢に／な￢ん что
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)
バス バ￢ス автобус
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 母 は￢は (моя) мать
ひと 人 ひと￣、～ひと￢ человек
びょういん びょういん￣ больница
ひろしま 広島 ひろしま￣ город Хиросима
ふたり ２人／二人 ふたり￢ двое (два человека)
ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん ～минут
べんきょう（します）(【する3】） 勉強（します） べんきょう￣ занятия, учёба（заниматься, учиться）
べんり（な） べ￢んり удобный
まいしゅう 毎週 まいしゅう￣ каждая неделя
まいにち 毎日 ま￢いにち каждый день
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

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
メール メール￣ электронное письмо
もくようび／もく 木よう日／木 もくよ￢うび четверг
ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Юко (японское женское имя)
よしだ／よしださん よしだ￣／よしださん￣ Ёсида (японская фамилия)
らいしゅう 来週 らいしゅう￣ следующая неделя
らいねん 来年 らいねん￣ следующий год
りょう／りょうくん りょ￢う／りょ￢うくん Рё (японское мужское имя)
りょうしん りょ￢うしん родители
わたし 私 わたし￣ я
わたしたち 私たち わたし￢たち мы
あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す развлекаться, играть
あつめます 【あつめる2】 あつめま￢す собирать
アニメ アニメ￣、ア￢ニメ аниме
あまり あまり￣ не очень, не особо
アルバイト アルバ￢イト подработка
いそがしい いそがし￢い занятой
いちばん いちばん￣ самый
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
うた うた￢ песня
うたいます 【うたう1】 うたいま￢す петь
うれしい うれし￢い радостный, довольный
うんどう うんどう￣ физкультура
え 絵 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
おきます 【おきる2】 起きます おきま￢す просыпаться
おさけ（さけ） お酒(酒） おさけ￣ алкогольный напиток
おどります 【おどる1】 おどりま￢す танцевать
オペラ オ￢ペラ опера
おんがく 音楽 お￢んがく музыка
がいこく 外国 がいこく￣ зарубежная страна, заграница
がいこくご 外国語 がいこくご￣ иностранный язык
かいます 【かう1】 買います かいま￢す покупать
かいもの 買い物 かいもの￣ покупки
かえります 【かえる2】 かえりま￢す возвращаться
かきます 【かく1】 書きます かきま￢す писать
かきます 【かく1】 かきま￢す рисовать
がくせい 学生 がくせい￣ студент
カレー カレー￣ карри
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す слушать
きって きって￣ марка
ぎゅうどん ぎゅうどん￣ гюдон (вареный рис с говядиной и луком)
クッキー ク￢ッキー печенье ス

くに 国 くに￣、～くに￢ страна

クラシック
クラシ￢ック、
クラ￢シック

классика

コイン コ￢イン монета
こうえん こうえん￣ парк
サッカー サ￢ッカー футбол
ざんぎょう ざんぎょう￣ сверхурочная работа
さんぽ（します）(【する3】） さんぽ￣ прогулка(гулять)
しあい しあい￣ матч, соревнование
ジェイポップ／Jポップ ジェイポ￢ップ японская поп-музыка
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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 写真 しゃしん￣ фотография
しゅみ しゅ￢み хобби
しょうぎ しょうぎ￣ сёги –японские шахматы
すき（な） 好き すき￢ любимый
スペイン スペ￢イン Испания
スペインご スペイン語 スペインご￣ испанский
スポーツ スポ￢ーツ спорт
そと 外 そ￢と улица
その その￣ этот-тот-вон тот
それから それから￣ затем, потом
たいへん（な） たいへん￣ тяжелый, утомительный (об уборке и т.д.)

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)

たべます【たべる2】 食べます たべま￢す есть, кушать
ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく Китай
ちゅうごくご 中国語 ちゅうごくご￣ китайский язык
ちゅうごくじん 中国人 ちゅうごく￢じん китаец
つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す создавать, готовить
できます 【できる2】 できま￢す могу
とき （時） とき￢ время
ときどき ときどき￢ иногда

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

どくしょ 読書 ど￢くしょ чтение
とくに と￢くに в частности
ドライブ ドラ￢イブ вождение
とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す фотографировать
どんな ど￢んな какой
なか 中 な￢か внутри
にんぎょう にんぎょう￣ кукла
ねます 【ねる2】 ねま￢す ложиться спать
のだ／のださん (野田／野田さん) のだ￣／のださん￣ Нода (японская фамилия)
のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す пить
はい は￢い да
バッハ バ￢ッハ Иоганн Бах
はな 花 はな￢ цветы
びじゅつかん びじゅつ￢かん картинная галерея
ひとり １人／一人 ひと￢り один человек
ひま（な） ひま￣ досуг, свободный (о времени)
ホール ホ￢ール холл
ほか ほか￣ кроме, другой
ホラー ホ￢ラー ужасы
ほん 本 ほ￢ん книга
みます 【みる2】 見ます みま￢す смотреть
モネ モ￢ネ Клод Монэ
やきそば やきそば￣ якисоба (жареная гречневая лапша)
やきゅう やきゅう￣ бейсбол
ゆっくりします 【する3】 ゆっく￢りします отдыхать, расслабляться
よく よ￢く часто
よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す читать
りょうり 料理 りょ￢うり еда, блюда
りょこう（します）(【する3】） 旅行 りょこう￣ путешествие (путешествовать)
れい れ￢い пример
わかい わか￢い молодой
あいます 【あう1】 会います あいま￢す встречаться
あかい 赤い あかい￣、あか￢い красный

あかり／あかりさん
あかり￣／
あかりさん￣

Акари (японское женское имя)

あき 秋 あ￢き осень
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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

あたたかい あたたか￢い теплый
あつい あつ￢い жаркий
あの あの￣ тот
あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Абэ (японская фамилия)
ありがとう あり￢がとう спасибо

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

いちねんじゅう
一年じゅう（一年
中）

いちねんじゅう￣ в течение всего года

いつ い￢つ когда
いつごろ いつごろ￣ когда примерно
いつも い￢つも всегда
インドネシア インドネ￢シア Индонезия
うみ 海 う￢み море
おいしい おいしい￣、おいし￢い вкусный
がつ／～がつ ～月 ――― месяц
かわ 川 かわ￢ река
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
げんき（な） 元気 げ￢んき бодрый, здоровый
けんめい 件名 けんめい￣ тема
ことし 今年 ことし￣ этот год
ごろ／～ごろ ～ご￢ろ примерно, около
さかなつり 魚つり さかな￢つり рыбная ловля
さきます 【さく1】 さきま￢す цвести, расцветать
さくら さくら￣ сакура
さむい さむ￢い холодный
ジーンズ ジ￢ーンズ джинсы
しずか（な） し￢ずか тихий

ジャケット
ジャケット￣、
ジャ￢ケット

жакет

しょうがつ しょうがつ￢ Новый год
スキー スキ￢ー лыжи
すずしい すずし￢い прохладный (освежающе прохладный)
セーター セ￢ーター свитер
そして そして￣ затем, потом
だいじょうぶ（な） だいじょ￢うぶ в порядке, нормально
たのしみ 楽しみ たのし￢み удовольствие, радость
だんだん だんだん￣ постепенно, шаг за шагом
つきみ （月見） つきみ￣ любование луной
ティーシャツ Ｔシャツ ティーシャツ￣ футболка
てんき 天気 て￢んき погода
どうして ど￢うして каким образом
とても とても￢ очень
どの ど￢の какой, который (из многих)
ながい なが￢い длинный, продолжительный

なかがわ／なかがわさん (中川／中川さん)
なか￢がわ／
なか￢がわさん

Накагава (японская фамилия)

なつ 夏 なつ￢ лето
なつやすみ 夏休み なつや￢すみ летние каникулы
なります（～に／～く）【なる1】 なりま￢す становиться …
にがて（な） にがて￣ слабая сторона, быть слабым в чем-то
にぎやか（な） にぎ￢やか оживлённый, людный

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

ねこ ね￢こ кошка
ねんせい ～年生 ～ね￢んせい ～курсник, ～классник
パーティー パ￢ーティー вечеринка
はなび （花火） は￢なび фейерверк
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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

はなみ 花見 はなみ￢ любование цветами
はる 春 は￢る весна
ひまわり ひま￢わり подсолнечник
ひる 昼 ひる￢ день
ふく ふく￢ одежда
ぶどう ぶどう￣ виноград
ふゆ 冬 ふゆ￢ зима
みかん み￢かん мандарин
メルボルン メルボ￢ルン Мельбурн
もみじ も￢みじ алые листья клёна
やすみ 休み やすみ￢ выходной, отпуск, каникулы
やま 山 やま￢ гора
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)
ゆかた ゆかた￣ юката (летнее кимоно)
よっつ ４つ／四つ よっつ￢ четыре
よる 夜 よ￢る ночь
らいげつ 来月 ら￢いげつ следующий месяц
ああ ――― а-а
あおい 青い あお￢い голубой
あさ 朝 あ￢さ утро
あした あした￢ завтра
あめ 雨 あ￢め дождь

いちにちじゅう
一日じゅう（一日
中）

いちにちじゅう￣ весь день

いぬ いぬ￢ собака
えはがき えは￢がき открытка (с видами)
おおい 多い お￢おい многочисленный
おおさか 大阪 おおさか￣ город Осака

おがわ／おがわさん (小川／小川さん)
おがわ￣／
おがわさん￣

Огава (японская фамилия)

おでかけ （お出かけ） おでかけ￣ выход, поход куда-либо
おてら（てら） おてら￣ буддийский храм
おもしろい おもしろ￢い интересный
かぜ 風 かぜ￣ ветер

かなざわ 金沢 か￢なざわ
Канадзава
(центральный город префектуры Исикава)

きおん きおん￣ температура
きのう きの￢う、きのう￣ вчера
きょう 今日 きょ￢う сегодня
きょうと 京都 きょ￢うと город Киото
きょねん 去年 きょ￢ねん прошлый год
きんようび／きん 金よう日／金 きんよ￢うび пятница
くも 雲 く￢も облако
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
ごご 午後 ご￢ご вторая половина дня
ごぜん 午前 ご￢ぜん первая половина дня
ごぜんちゅう （午前中） ごぜんちゅう￣ в течение всей первой половины дня
こっち こっち￢ здесь
こどもたち 子どもたち こども￢たち дети
ごはん ご￢はん вареный рис
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

さかい／さかいさん
さ￢かい／
さ￢かいさん

Сакаи (японская фамилия)

さっぽろ 札幌 さっぽろ￣ Саппоро
じゅうよっか 十四日 じゅ￢うよっか 14-е число
しんかんせん しんか￢んせん синкансэн (суперскоростной поезд)
すごい すご￢い поразительный
ぜんぜん ぜんぜん￣ совсем
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せんだい 仙台 せ￢んだい
Сэндай
(центральный город префектуры Мияги)

そっち そっち￢ там
そら 空 そ￢ら небо
たいふう たいふ￢う тайфун
たぶん た￢ぶん наверное
ちょっと ちょ￢っと на минуточку, ненадолго
つき （月） つき￢ ... месяц
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
てがみ てがみ￣ письмо
でます 【でる2】 出ます でま￢す выходить
どようび／ど 土よう日／土 どよ￢うび／ど￢ суббота
にち／～にち ～日 ――― день
にちようび／にち 日よう日／日 にちよ￢うび воскресенье
はくぶつかん はくぶつ￢かん музей
はれ 晴れ はれ￢ ясно, солнечно
はれます 【はれる2】 晴れます はれま￢す быть солнечным, ясным
ひづけ ひづけ￣ дата, число
ひるごろ 昼ごろ ひるご￢ろ примерно в обед

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 префектур
ы)

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

まち 町 まち￢ город

メートル／～メートル ～メ￢ートル метр
もしもし も￢しもし алло

やみます 【やむ1】 やみま￢す
прекращаться, останавливаться (о снеге, дожд
е)

ゆき 雪 ゆき￢ снег
ゆきだるま 雪だるま ゆきだ￢るま снежная баба
ゆっくり ゆっく￢り не спеша, медленно
よく よ￢く хорошо
ロンドン ロ￢ンドン Лондон
あかるい あかるい￣、あかる￢い светлый
あたらしい 新しい あたらし￢い новый
あたり あ￢たり окрестности
あぶない あぶない￣、あぶな￢い опасный
あめよこ （アメ横） あめよこ￣ Амэёко (район в Токио)
うえの 上野 うえの￣ Уэно (район Токио)
うえのえき 上野駅 うえの￢えき станция Уэно ス

うえのこうえん 上野こうえん うえのこ￢うえん парк Уэно
え ――― э! (восклицание)
えき 駅 え￢き станция, вокзал
おおきい 大きい おおき￢い большой

おだいば （お台場） おだいば￣

Одайба
(район Токио, находящийся на искусственном
острове, соединенный с Токио "Радужным мос
том" - "Нидзибаси")

ス

おとな （大人） おとな￣ взрослый человек

かつしかしばまた （葛飾柴又） かつ￢しかしばまた

Симабата в Кацусика
(название района в Токио, где снимали фильм)
"Мужчине живется трудно"  (отоко-ва цурай-
ё )

ス

カメラ カ￢メラ камера
かわいい かわい￢い хорошенький, миленький
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きた 北 きた￣ север
きちじょうじ 吉祥寺 きちじょうじ￣ Китидзёдзи (название места в Токио)
きもち （気持ち） きもち￣ настроение

きもち（が）　いい
（気持ち（が） い
い）

きもちが い￢い приятный

くらい くらい￣、くら￢い темный
コーヒーショップ コーヒーショ￢ップ кафе, кофейня
ここ ここ￣ здесь
しょくじ 食事 しょくじ￣ еда, прием пищи
しります 【しる1】 しりま￢す знать
しんじゅく 新宿 しんじゅく￣ Синдзюку (район Токио)
すくない 少ない すくな￢い малочисленный
ぜひ ぜ￢ひ обязательно, непременно
たかい 高い たか￢い дорогой
たかい 高い たか￢い высокий
たべもの 食べ物 たべ￢もの еда
ちいさい 小さい ちいさ￢い маленький
デパート デパ￢ート универмаг
テレビ テ￢レビ телевизор
どうぶつえん どうぶつ￢えん зоопарк
とおい とおい￣、とお￢い далекий
とおり 通り とおり￢ улица

とらさん とら￢さん

Тора-сан (главный герой серии фильмов）
 "Мужчине живется трудно" (отоко-ва цурай-
ё )

にし 西 にし￣ запад
にんき 人気 にんき￣ популярный
はらじゅく 原宿 はらじゅく￣ Харадзюку (район Токио) ス

ビル ビ￢ル здание
ひろい 広い ひろ￢い широкий, просторный
ファッション ファ￢ッション мода
ふじさん (富士山） ふ￢じさん гора Фудзи
ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ два
ふべん（な） ふ￢べん неудобный
ふるい 古い ふる￢い старый
ホーム ホ￢ーム платформа ス

ホテル ホ￢テル отель
まあ ま￢あ ну ス

まちあるき 町歩き まちあ￢るき бродить, гулять по улочкам
みせ 店 みせ￢ ресторан, лавка, магазин
みんな みんな￢ все

やきとり やきとり￣
якитори (кусочки поджаренной курицы на мал
еньких шампурах)

やすい 安い やす￢い дешевый
ゆうえんち ゆうえ￢んち парк аттракционов
ゆうめい（な） ゆうめい￣ известный
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
あそこ あそこ￣ вон там
あれ あれ￣ вон то
おります 【おりる2】 おりま￢す выходить (из транспорта)
かど か￢ど угол
きたぐち 北口 きたぐち￣ северный выход
ぎんこう ぎんこう￣ банк
くつ くつ￢ туфли, обувь
くろい 黒い くろ￢い черный
こうさてん こうさてん￣ перекресток
しろい 白い しろ￢い белый
しんごう しんごう￣ светофор
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すぐ す￢ぐ сразу
すてき（な） すてき￣ великолепный
すみません すみませ￢ん извините
タクシー タ￢クシー такси
たてもの たて￢もの здание
タワー タ￢ワー башня
ちかく ち￢かく、ちか￢く около, поблизости
どうも ど￢うも спасибо
としょかん としょ￢かん библиотека
ななえ／ななえさん ななえ￣／ななえさん￣ Нанаэ (японское женское имя)
なまえ なまえ￣ имя
にほんてき（な） 日本てき にほんてき￣ в японском стиле
のります 【のる1】 乗ります のりま￢す садиться в транспорт
はし／～ばし はし￢ мост
ひだり 左 ひだり￣ лево
ひとつ １つ／一つ ひと￢つ один

ひとつめ
１つ(目)／一つ
(目)

ひとつめ￢ первый

ふたつめ
２つ(目)／二つ
(目)

ふたつめ￢ второй

まえ 前 ま￢え перед
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 右 みぎ￣ право
みち 道 みち￣ улица
よかったら よ￢かったら если вам будет удобно, если вы не возражаете
りっぱ（な） りっぱ￣ роскошный
わたります 【わたる1】 わたりま￢す переходить (мост, дорогу и т.д.)
あ ――― да? (удивл.)
あと 後 あ￢と после
あのう ――― междометие (эй, ну)
いいます 【いう1】 言います いいま￢す говорить
いりぐち （入り口） いりぐち￣ вход
ううん ――― нет
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 （気） き￣ дух
きを つけます （気を　つけます） きを つけま￢す быть внимательным, быть осторожным
コンサート コ￢ンサート концерт
じかん ～時間 ～じ￢かん ～часов, времени (количество)
じこ じ￢こ происшествие, авария
じゅうたい じゅうたい￣ пробки (на дорогах)
スーツ ス￢ーツ костюм ス

スカート スカ￢ート юбка ス

すずき／すずきさん すずき￣／すずきさん￣ Судзуки (японская фамилия)
ちこく ちこく￣ опоздание
つかれます 【つかれる2】 つかれま￢す уставать
つきます 【つく1】 （着きます） つきま￢す прибывать
でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す выходить
とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す останавливаться
なにも 何も なにも￣ ничего
ばしょ 場所 ばしょ￣ место
はやい はや￢い быстрый, ранний
はやく（はやい） は￢やく быстро
はん／～はん ～半 ～は￢ん половина
ひ 日 ひ￢、ひ￣ день
ブログ ブログ￣ блог
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ほんや 本や ほ￢んや книжный магазин
また また￢ снова
まちあわせ 待ちあわせ まちあわせ￣ назначенная встреча
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】 待ちます まちま￢す ждать
まよいます 【まよう1】 まよいま￢す заблудиться
れんらく（します）(【する3】） れんらく￣ связываться
ロビー ロ￢ビー лобби
あさごはん 朝ごはん あさご￢はん завтрак

いざかや いざかや￣
идзакая (японский бар с алкогольными напитк
ами и японскими закусками)

イルカ いるか￣ дельфин
おすし（すし） おす￢し суси

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

おねがいします お願いします おねがいしま￢す прошу Вас
おみやげ（みやげ） おみやげ￣ сувенир
カラオケ カラオケ￣ караоке
かわい／かわいさん かわい￣／かわいさん￣ Каваи (японская фамилия)
かんこうちず かんこうち￢ず туристическая карта
かんこうバス かんこうバ￢ス туристический автобус
こんばん こ￢んばん этим вечером
さかな 魚 さかな￣ рыба
しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ выходные
ショー ショ￢ー шоу
すいぞくかん すいぞく￢かん океанариум
すし す￢し、すし￢ суси
ちず ち￢ず карта

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
どこか ど￢こか где-нибудь ス

ばんごはん ばんご￢はん ужин
ひるごはん 昼ごはん ひるご￢はん обед
へえ ――― да? (удивл.)
ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう остров Хоккайдо
まだ ま￢だ еще
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
もの 物 もの￢ вещь
やけい やけい￣ ночной пейзаж
やさん／～やさん ――― кафе, ресторан …
やたい や￢たい ручная тележка торговца
よてい よてい￣ планы
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
れきし れきし￣ история
いちど いちど￢ один раз
いままでに 今までに いまま￢でに до настоящего времени
いみ い￢み смысл
おしえます 【おしえる2】 おしえま￢す рассказывать
おねがい（ねがい） お願い(願い） おねがい￣ просьба
おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す запоминать, помнить
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 написа
ния заимствованных слов, а также выделения к
акого-то слова)

かんじ 漢字 かんじ￣ иероглифы
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かんたん（な） かんたん￣ простой
クラス ク￢ラス класс, группа
こうこう 高校 こうこう￣ старшая школа, старшие классы
こたえ こた￢え ответ
さつ／＝さつ ――― счетный суффикс для книг, тетрадей и т.д.
じしょ じ￢しょ словарь
しつもん しつもん￣ вопрос
しゅくだい しゅくだい￣ домашнее задание
しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう начальная школа
すこし 少し すこ￢し немного
スピーチ スピ￢ーチ речь, выступление
せつめい（します）(【する3】） せつめい￣ объяснение(описывать, объяснять)
せんせい 先生 せんせ￢い учитель
だいがく 大学 だいがく￣ университет
だいがくいん だいがく￢いん аспирантура
たんご たんご￣ слово (как единица словаря)
チェック（します）(【する3】） チェ￢ック проверка (проверять)
ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す отличаться
ちゃわん （茶わん） ちゃわん￣ чашка, пиала
ちゅうがっこう 中学校 ちゅうが￢っこう средняя школа
つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す использовать
テスト テ￢スト тест
てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す помогать
ドイツ ド￢イツ Германия
ドイツご ドイツ語 ドイツご￣ немецкий язык
にます 【にる2】 にま￢す быть похожим
はつおん はつおん￣ произношение

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

フランス フランス￣ Франция
フランスご フランス語 フランスご￣ французский язык
ぶんか 文化 ぶ￢んか культура
ぶんぽう ぶんぽう￣ грамматика
ほんとうに ほんとうに￣ действительно 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
やぎ／やぎさん (八木／八木さん) やぎ￣／やぎさん￣ Яги (японская фамилия)
よろしく よろしく￣ прошу любить и жаловать
れんしゅう（します）(【する3】） れんしゅう￣ упражнения (делать упражнения)
アメリカ アメリカ￣ Америка
イギリス イギリス￣ Англия
いけばな いけ￢ばな икебана
イタリア イタリア￣ Италия
いつか い￢つか когда-нибудь
イベント イベント￣ событие, мероприятие
インド イ￢ンド Индия
おばけやしき おばけや￢しき дом с привидениями
かい／～かい ～回 ――― раз
ガイド ガ￢イド гид
かげつ／～かげつ ～か月 ～か￢げつ ～месяцев
かつどう かつどう￣ деятельность, активность
かわりに かわりに￣ вместо
かんこうきゃく かんこ￢うきゃく турист
かんこく （韓国） か￢んこく Южная Корея
がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す стараться
きょうし きょ￢うし учитель
きょうみ きょ￢うみ интерес
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きょうみが あります（～に） きょ￢うみが ありま￢す испытывать интерес к ч-либо
くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Куно (японская фамилия)
コスプレ コスプレ￣ косплэй
サイト サイト￣ сайт
ジャパン・エキスポ ジャパン・エ￢キスポ Выставка в Японии (Япония Экспо) ス

しゅう 週 しゅ￢う неделя
しゅうかん／～しゅうかん ～週間 ～しゅ￢うかん ～недель
しゅっちょう（します）(【する3】） 出張 しゅっちょう￣ командировка (ехать в командировку)
しょうせつ しょうせつ￣ роман
しょうらい しょ￢うらい будущее
センター セ￢ンター центр
ダンス ダ￢ンス танец
つうやく つ￢うやく устный перевод
つき 月 つき￢ луна, месяц
ドラマ ド￢ラマ сериал
どれ ど￢れ который из 3-х и более
ならいます 【ならう1】 ならいま￢す учиться
にほんぶんか 日本文化 にほんぶ￢んか японская культура
ねん 年 ね￢ん год
ねん／～ねん ～年 ――― ～год
フィリピン フィ￢リピン Филиппины
ブラジル ブラジル￣ Бразилия
ブラジルじん ブラジル人 ブラジル￢じん бразилец
フラメンコ フラメ￢ンコ фламенко
ベトナム ベトナム￣ Вьетнам
ポルトガル ポルトガル￣ Португалия
ポルトガルご ポルトガル語 ポルトガルご￣ португальский
ほんやく（します）(【する3】） ほんやく￣ письменный перевод (делать)

まいとし／まいねん 毎年
まいとし￣／
まいねん￣

каждый год

マレーシア マレ￢ーシア Малайзия
マンガ マンガ￣ манга
まんざい まんざ￢い "мандзай" (юмористический диалог, жанр)
りゅうがく（します）(【する3】） 留学 りゅうがく￣ стажировка (стажироваться …)
りゅうがくせい 留学生 りゅうがく￢せい студент по обмену
ロシア ロ￢シア Россия
ロシアご ロシア語 ロシアご￣ русский язык
ロシアじん ロシア人 ロシア￢じん россиянин
あか 赤 あ￢か красный цвет
あげます 【あげる2】 あげま￢す давать, дарить
いくつ い￢くつ сколько (количество)
いちご いちご￣ клубника
えん／～えん ～円 ――― йена
おかね（かね） お金(金） おかね￣ деньги
おさら（さら） おさら￣ тарелка
おちゃ（ちゃ） お茶(茶) おちゃ￣ зеленый чай
おなか おなか￣ живот

おにぎり おに￢ぎり

онигири
(шарики, слепленные из риса с добавлением на
чинки из рыбы ит.д.)

おはし（はし） おは￢し палочки для еды
おべんとう（べんとう） おべんとう￣ бэнто (завтрак или обед с собой)
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)
ください くださ￢い дайте, пожалуйста
ケーキ ケ￢ーキ пирожное, торт

こ／～こ ～￢こ
счетный суффикс для небольших круглых пре
дметов

コップ コップ￣ стакан

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Сайто (японская фамилия)
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さら さら￣ тарелка
サラダ サ￢ラダ салат
サンドイッチ サンドイ￢ッチ сандвич, бутерброд
した 下 した￣、した￢ под, низ
じぶん 自分 じぶん￣ сам, самостоятельно
ジュース ジュ￢ース сок
しろ 白 し￢ろ белый цвет
スープ ス￢ープ суп
すきます 【すく1】 すきま￢す быть пустым
スプーン スプ￢ーン ложка
そうだん（します）(【する3】） そうだん￣ совет(советоваться)
チョコレート チョコレ￢ート шоколад
テーブル テーブル￣ стол
どうぞ ど￢うぞ пожалуйста, вот
どちら ど￢ちら где, куда
どっち ど￢っち какой из двух
ナイフ ナ￢イフ нож
にほんしゅ （日本酒） にほんしゅ￣ японское сакэ
のみもの 飲み物 のみ￢もの напитки
バーベキュー バーベ￢キュー барбекю
はし は￢し палочки для еды
バナナ バ￢ナナ банан
パン パ￢ン хлеб
ビール ビ￢ール пиво
ひがし 東 ひがし￣ восток
ピクニック ピ￢クニック пикник
フォーク フォ￢ーク вилка
へんじ へんじ￢ ответ
ポテトチップス ポテトチ￢ップス картофельные чипсы
みっつ ３つ／三つ みっつ￢ три
みなさん みな￢さん все, господа и дамы (обращение к публике)
もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す держать (в руках)
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 уносить
もってきます 【もってくる3】 持ってきます もってきま￢す приносить
ようび よう日 ようび￣ ～день недели
りんご りんご￣ яблоко
ワイン ワ￢イン вино
あいます 【あう1】 あいま￢す подходить, сочетаться
あじ 味 あじ￣ вкус
あまい あまい￣、あま￢い сладкий
イクラ いくら￣ красная икра

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

いっぱい（おなかが～） いっぱい￣ полный (полный живот, я наелся)
いろ 色 いろ￢ цвет
うめぼし うめぼし￣ умэбоси (сушеные сливы)
えび えび￣ креветки
おとこのひと 男の人 おとこのひと￢ мужчина (вежливо)
オレンジ オレ￢ンジ оранжевый
からい から￢い острый (о еде)

キムチ キ￢ムチ

кимчхи
(корейское острое блюдо из квашеных овоще
й)

キャビア キャ￢ビア чёрная икра
きゅうり きゅ￢うり огурцы
きらい（な） きらい￣ нелюбимый
クイズ ク￢イズ тест, проверочная работа
ざんねん（な） ざんね￢ん досадный, жаль
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しょっぱい しょっぱ￢い соленый
しんせん（な） しんせん￣ свежий
すっぱい すっぱ￢い кислый
せかい せ￢かい мир
それ それ￣ то
たまご 卵 たま￢ご яйца
チーズ チ￢ーズ сыр
チリ チ￢リ Чили, чилийский
つけもの つけもの￣ маринады, соленья
ツナ ツ￢ナ тунец (консервы)
つめたい つめたい￣、つめた￢い холодный
トマト ト￢マト помидоры, томаты
はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す входить
ヒント ヒ￢ント намек
ふうん ――― уф
まずい まず￢い невкусный
やさい 野菜 やさい￣ овощи
よこ よこ￣ сбоку
レタス レ￢タス салат (латук)
レモン レ￢モン лимон
わあ ――― ух ты
あいさつ あ￢いさつ приветствие
アラビアご アラビア語 アラビアご￣ арабский язык ス

いきさき 行先 いきさき￣ конечный пункт

いしかわ／いしかわさん
いしかわ￣／
いしかわさん￣

Исикава (японская фамилия)

いや ――― нет ス

うえの／うえのさん う￢えの／う￢えのさん Уэно (японская фамилия)
エアコン エアコン￣ кондиционер
おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す провожать, отправлять
オフィス オ￢フィス офис
おゆ（ゆ） おゆ￣ горячая вода, кипяток
かいぎ 会議 か￢いぎ собрание
がいこくじん 外国人 がいこく￢じん иностранец ス

カナダ カ￢ナダ Канада ス

きてん 起点 きてん￣ исходный пункт
くうこう 空港 くうこう￣ аэропорт
けいゆち 経由地 けいゆ￢ち транзитный пункт
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
こわい こわ￢い страшный
こわれます 【こわれる2】 こわれま￢す сломаться

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

ししゃ 支社 し￢しゃ филиал, отделение
シドニー シ￢ドニー Сидней
シャワー シャ￢ワー душ
しゅっぱつ 出発 しゅっぱつ￣ отправление, выезд, взлет
しゅっぱつびん 出発便 しゅっぱつびん￣ вылет
じょうだん じょうだ￢ん шутка

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)

すぎます／～すぎます 【すぎる2】 ～すぎま￢す слишком; более, чем, сверх, пере-

スケジュール
スケ￢ジュール、
スケジュ￢ール

расписание, план, график

せんしゅう 先週 せんしゅう￣ прошлая неделя

たんとう（します）(【する3】） たんとう￣
ответственный за что-л.
(быть ответственным за…)

ちゅう （～中） ～ちゅう￣ во время ～ ス
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ていこく 定刻 ていこく￣ вовремя
でんき 電気 で￢んき электричество
でんわ（します）(【する3】） 電話 でんわ￣ телефон (звонить)
とうちゃく 到着 とうちゃく￣ прибытие
とうちゃくびん 到着便 とうちゃくびん￣ прилет
ドライバー ドライバー￣ водитель

なかむら／なかむらさん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Накамура (японская фамилия)

にもつ に￢もつ багаж, вещи
ぬるい ぬる￢い недостаточно горячий, тепловатый
ねだん ねだん￣ цена, стоимость
ねむい ねむい￣、ねむ￢い сонный
はあ ――― ну да ス

ばんごう 番号 ばんご￢う номер
ひこうき ひこ￢うき самолет
ひさしぶり ひさしぶり￣ давно не виделись
びんめい 便名 びんめい￣ номер рейса
フライト フライト￣ полет, рейс
へや へや￢ комната
ほんしゃ 本社 ほ￢んしゃ главный офис
マドリード マドリ￢ード Мадрид
むかえます 【むかえる2】 むかえま￢す встречать
モーターズ モ￢ーターズ "Моторс"
もらいます 【もらう1】 もらいま￢す получать
ようこそ よ￢うこそ добро пожаловать
あけます 【あける2】 あけま￢す открывать
うけつけ うけつけ￣ приемная, ресепшн
かります 【かりる2】 借ります かりま￢す брать взаймы, снимать
キャビネット キャ￢ビネット шкаф
けします 【けす1】 けしま￢す выключать (свет)
ゲスト ゲ￢スト гость
コース コ￢ース курс
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 копии (делать копии)
コピーき コピ￢ーき ксерокс
じむ じ￢む дело, служба
しめます 【しめる2】 しめま￢す закрывать
しゃちょう しゃちょう￣ директор компании

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

じょうず（な） （上手） じょうず￢ умелый, ловкий
スタッフ スタ￢ッフ персонал
ずっと ずっと￣ постоянно
すわります 【すわる1】 すわりま￢す садиться
そんな そんな￣ так, такой
つけます 【つける2】 つけま￢す включать
ドア ド￢ア дверь
はじめます 【はじめる2】 はじめま￢す начинать
パソコン パソコン￣ компьютер
パンフレット パ￢ンフレット брошюра
ひしょ ひ￢しょ секретарь
ファイル ファ￢イル файл
ファックス ファ￢ックス факс
ペン ペ￢ン ручка
まあまあ（な） まあま￢あ、ま￢あまあ так себе ス

まだまだ ま￢だまだ пока еще нет
まど ま￢ど окно
メッセージ メ￢ッセージ послание, сообщение
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メモ メ￢モ заметка
あげます 【あげる2】 あげま￢す поднимать
あし 足 あし￢ нога
あたま 頭 あたま￢ голова
アドバイザー アドバ￢イザー консультант, советник
アドバイス ア￢ドバイス совет
いたい いた￢い больно, болит
いやあ ――― ну-у ス

うえ 上 うえ￣、うえ￢ на, верх
うで うで￢ рука (от плеча до кисти)
エレベーター エレベ￢ーター лифт
おします 【おす1】 おしま￢す нажимать
おなじ おなじ￣ одинаковый
おふろ（ふろ） おふ￢ろ ванна
およぎます 【およぐ1】 泳ぎます およぎま￢す плавать
かい／～かい ～かい￣ этаж
かいだん かいだん￣ лестница
かお かお￣ лицо
かた か￢た плечи
からだ 体 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 ス

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
けんこうだいいち 健康第一 けんこうだ￢いいち здоровье прежде всего
こう こ￢う вот так
こし こし￣ поясница
さいきん さいきん￣ в последнее время

さかもと／さかもとさん
さかもと￣／
さかもとさん￣

Сакамото (японская фамилия)

しっかり しっか￢り твердо, уверенно, решительно ス

ジム ジ￢ム тренажерный зал
ストレス スト￢レス стресс
せいかつ せいかつ￣ жизнь
せなか せなか￣ спина
たいそう（します）(【する3】） たいそう￣ гимнастика (делать гимнастику)
たちます 【たつ1】 たちま￢す стоять
だめ（な） だめ￢ нельзя; негодный, неподходящий ス

つかれ つかれ￢ усталость ス

ツボ ツボ￣ точка
て 手 て￢ рука (ладонь)
できるだけ できるだけ￣ насколько возможно
トレーニング トレ￢ーニング тренировки
とれます（つかれが） 【とれる2】 とれま￢す снимать (усталость) ス

なにか 何か な￢にか что-нибудь
にく 肉 にく￢ мясо

ねられます／ねられません
ねられま￢す／
ねられませ￢ん

мочь заснуть/не мочь заснуть

は は￢ зубы
はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す бежать
はな はな￢ нос
ブルーベリー ブルーベ￢リー черника
マッサージ（します）(【する3】） マッサ￢ージ массаж (делать массаж)
まわします 【まわす1】 まわしま￢す вращать
みみ 耳 みみ￢ уши
むね むね￢ грудь
むり（します）(【する3】） む￢り невозможный, непосильный
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め 目 め￢ глаза

やすだ／やすださん (安田／安田さん) やすだ￣／やすださん￣ Ясуда (японская фамилия)

やります 【やる1】 やりま￢す делать
リラックス（します）(【する3】） リラ￢ックス расслабление (расслабляться) ス

わるい わる￢い плохой
あなた あな￢た Вы, ты
いちにち １日／一日 いちにち￢、いちにち￣ один день
いんしょく 飲食 いんしょく￣ еда и напитки
エアロビクス エアロビ￢クス аэробика
ええと／ええっと ――― междометие "мм"
ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す спрашивать
キャッチボール（します） キャッチボ￢ール софтбол (играть в софтбол)
キロ（メートル）／～キロ（メートル） ～￢キロ километр
グラフ グラフ￣、グ￢ラフ график
けいたいでんわ 携帯電話 けいたいで￢んわ сотовый телефон
ジョギング ジョギング￣ бег трусцой
すいます 【すう1】 すいま￢す вдохнуть
ストレッチ ストレ￢ッチ растяжка
スポーツクラブ スポーツク￢ラブ спортивный клуб
たばこ たばこ￣ сигареты
とおく とおく￢ далеко
トレーナー トレーナー￣ тренер
はじめて はじ￢めて впервые
バドミントン（します）(【する3】） バドミ￢ントン бадминтон (играть в бадминтон)
プール プ￢ール бассейн

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

まい 毎～ ――― каждый
まいあさ 毎朝 ま￢いあさ каждое утро
まいばん ま￢いばん каждый вечер
マシン マシ￢ン машина, механизм
ヨガ ヨ￢ガ йога
ラウンジ ラウンジ￣ холл
あお 青 あ￢お голубой цвет, синий цвет
あかちゃん （赤ちゃん） あ￢かちゃん малыш, новорожденный
おいわい（いわい） お祝い(祝い) おいわい￣ празднование
おこさん お子さん おこさん￣ (ваш, чей-то) ребенок
おもいで （思い出） おもいで￣ воспоминания
おもちゃ おも￢ちゃ игрушка
かざります 【かざる1】 かざりま￢す украшать
カップ カ￢ップ кружка
かばん かばん￣ сумка, портфель
かるい かるい￣、かる￢い легкий
きます 【きる2】 着ます きま￢す носить, надевать
きもの （着物） きもの￣ кимоно
キャンプ キャ￢ンプ лагерь, палаточный лагерь
クリスマス クリス￢マス Рождество
ゲーム ゲ￢ーム игра
けっこん（します）(【する3】） 結婚 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
ことば ことば￢ слова
しゃしんたて 写真たて しゃしん￢たて рамка для фотографии
シャツ シャ￢ツ рубашка
しゅうかん しゅうかん￣ обычай, привычка
しゅうしょく しゅうしょく￣ устройство на работу
しゅっさん しゅっさん￣ роды, рождение
だいすき（な） （大好き（な）） だ￢いすき очень любимый, обожаемый
たとえば たと￢えば например
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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

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび день рождения
とけい 時計 とけい￣ часы
ネクタイ ネ￢クタイ галстук
ネックレス ネ￢ックレス ожерелье
バッグ バ￢ッグ сумка
バレンタイン・デー バレンタイ￢ン・デー день святого Валентина
プレゼント（します）(【する3】） プレ￢ゼント подарок (делать подарок)
ペア ペ￢ア пара
ほしい ほし￢い хотеть
めいしいれ （めいし入れ） めいし￢いれ визитница
いえ 家 いえ￢ дом
うまれます 【うまれる2】 （生まれます） うまれま￢す родиться
おしゃれ（な） おしゃ￢れ модный, стильный ス

おめでとう おめでとう￣ поздравляю
おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す думать
カード カ￢ード карточки
かっこいい かっこい￢い классный, стильный ス

かれ か￢れ возлюбленный, парень, молодой человек
きっと きっと￣ непременно, обязательно
きに いります （気に　いります） きに いりま￢す нравиться
きります 【きる1】 きりま￢す резать ス

ごけっこん（けっこん） ご結婚(結婚) ごけっこん￣ ваша свадьба (свадьба)
ごしゅっさん（しゅっさん） ごしゅっさん￣ ваши, чьи-то роды (роды)
こん 今～ ――― этот, текущий
こんげつ 今月 こんげつ￣ этот месяц
しあわせ（な） しあわせ￣ счастье, счастливый
します（～に） 【する3】 しま￢す выбрать что-либо, остановиться на чем-либо
せん 先～ ――― прошлый…
せんげつ 先月 せ￢んげつ прошлый месяц
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
では で￢は итак
ひっこし（します）(【する3】） ひっこし￣ переезд(переезжать)
ほら ほ￢ら Смотри! ス

ほんとう ほんとう￣ на самом деле ス

まいつき 毎月 まいつき￣ каждый месяц
みっか ３日／三日 みっか￣ 3-е число
メキシコ メキシコ￣ Мексика
ゆびわ ゆびわ￣ кольцо
よやく よやく￣ заказ, бронь
よろこびます 【よろこぶ1】 よろこびま￢す радоваться, веселиться
らい 来～ ――― следующий…
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