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『まるごと　日本のことばと文化』初中級（A2/B1）

ごいインデックス　Перечень слов （五十音順　Японский алфавитный порядок）

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

ことば かんじ アクセント ロシアご か

あ／あっ ――― да? (удивл.) 1

ああ ――― А-а 2

あー ――― А-а! 6ス

アイスホッケー アイスホ￢ッケー хоккей на льду 1

あいて 相手 あいて￢ собеседник 6

アイティー／ＩＴ アイティ￢ー IT (информационные технологии) 2

あいます 【あう1】 合います あいま￢す подходить 3

あいます 【あう1】 会います あいま￢す встречаться 5

あいます（ひどいめに） 【あう1】 あいま￢す попасть в сложную ситуацию 8

あいます／～あいます（しりあいま
す） 【あう1】

～合います(知り
合います)

～あいま￢す(しりあいま
￢す)

с другим глаголом - делать что-то вместе (зна
ть друг друга)

6

あがります 【あがる1】 (上がります) あがりま￢す подниматься, входить (в японский дом) 4

あかるい 明るい あかるい￣、あかる￢い светлый 2

あきます 【あきる2】 あきま￢す надоесть 3

あきます 【あく1】 (開きます) あきま￢す открываться 8

あきらめます 【あきらめる2】 あきらめま￢す бросать, переставать 1

あけます 【あける2】 (開けます) あけま￢す открывать 8

あげます 【あげる2】 (上げます) あげま￢す давать, дарить 6

あさごはん 朝ご飯 あさご￢はん завтрак 7

あさって あさ￢って послезавтра 1

あし 足 あし￢ нога 4

あじ 味 あじ￣ вкус 3

アジア ア￢ジア Азия 9

あした 明日 あした￢ завтра 1

あじわいます 【あじわう1】 味わいます あじわいま￢す наслаждаться, чувствовать 3

あそこ あそこ￣ вон там 9

あそびます 【あそぶ1】 あそびま￢す развлекаться, играть 2

あたたかい（あたたかく） あたたか￢い теплый 4

あたらしい 新しい あたらし￢い новый 2

あたり あ￢たり окрестности 2

あつい 熱い あつ￢い жаркий 1

あつまり 集まり あつま￢り сбор 5

あつまります 【あつまる1】 集まります あつまりま￢す собираться 4ス

あつめます 【あつめる2】 集めます あつめま￢す собирать 5

あと 後 あ￢と после 1

アドバイス ア￢ドバイス совет 7

アナウンス
アナ￢ウンス、
アナウ￢ンス

объявление 8

あなた あな￢た Вы, ты 6

あに 兄 あ￢に (мой) старший брат 2

アニメ ア￢ニメ、アニメ￣ аниме 2

あね 姉 あね￣ (моя) старшая сестра 4

あの／あのう ――― междометие (эй, ну) 1

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

2

あぶない 危ない
あぶない￣、
あぶな￢い

опасный 2

あべ／あべさん あべ￣／あべさん￣ Абэ (японская фамилия) 1

あまい あまい￣、あま￢い сладкий 3

あまり あまり￣ не очень, не особо 1

“Mapyroтo.  Япoнский язык и культура”
начальнo-cpeдний  уровень A2/B1

か ： ことばを はじめて 見る か　　ス ： スクリプトだけの ことば

あ
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ことば かんじ アクセント ロシアご か

アメリカ アメリカ￣ Америка 4

あやまります 【あやまる1】 あやまりま￢す извиняться 7

あら ――― ой 4ス

あらいます 【あらう1】 洗います あらいま￢す мыть 8

アラビア アラビア￣ Аравия 5ス

アラビアご アラビア語 アラビアご￣ арабский язык 5ス

あらわします 【あらわす1】 あらわしま￢す выражать 9

ありがとう あり￢がとう спасибо 1

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

1

ある あ￢る некий, некоторый 9

あるきます 【あるく1】 歩きます あるきま￢す ходить пешком 1

アルバイト アルバ￢イト подработка 1

あれ あれ￣
вон то (одинаково удалённое от говорящего и
слушателя)

4

あれ／あれ？ ――― м? 5ス

アンケート
ア￢ンケート、
アンケ￢ート

анкета 6

あんぜん（な） 安全(な) あんぜん￣ безопасный 2

い 胃 い желудок 3

いい（よさ） い￢い(よ￢さ) хороший 1

いいえ／いえ いいえ￢／いえ￢ нет 2

いいます 【いう1】 言います いいま￢す говорить 1

いえ 家 いえ￢ дом 2

いえいえ ――― нет-нет 9

いか／～いか ～以下 い￢か менее (чем), нижеследующий 2

いがい（な） (意外(な)) いがい￣ неожиданный 7

いかが いか￢が как (вежливый вариант どう) 3

いき／～いき ～行き ～いき￣ следующий до, в… 8

いきます 【いく1】 行きます いきま￢す идти 1

イギリス イギリス￣ Англия 3

いけばな 生け花 いけ￢ばな икэбана 4

いけん 意見 い￢けん мнение 5

いこうけい (意向形) いこうけい￣ форма условного намерения 5

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) 2

いじょう／～いじょう ～以上 い￢じょう свыше ～ 2

いそがしい 忙しい いそがし￢い занятой 1

いたい いた￢い больно, болит 6ス

いただきます いただきま￢す

получить (вежливый эквивалент もらいます,
выражение, употребляемое перед началом тра
пезы)

3

いちど 一度 いちど￢ один раз 1

いちにち １日 いちにち￢、いちにち￣ один день 3

いちば 市場 い￢ちば рынок, базар 4

いちばん 一番 いちばん￣ самый 3

いちばん 一番 いち￢ばん первый 5

いつ い￢つ когда 1

いっこだて 一戸建て いっこだて￣ частный дом 2

いつごろ いつごろ￣ когда примерно 4

いっしょ いっしょ￣ вместе 1

いっしょう 一生 いっしょう￣ вся жизнь 6

いっしょうけんめい（な） いっしょうけ￢んめい изо всех сил 7

いっしょに いっしょに￣ вместе 1

いつつ ５つ／五つ いつ￢つ пять 5

いってきます 【いってくる3】 行ってきます いってきま￢す я пошел(ла) 1ス

い
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ことば かんじ アクセント ロシアご か

いっぱい いっぱい￣ полный 1

いつも い￢つも всегда 3

いなか いなか￣ деревня 1ス

いぬ いぬ￢ собака 2ス

いのち い￢のち жизнь 3

いのります 【いのる1】 いのりま￢す молиться 6

イベント イベント￣ событие, мероприятие 2

いま 今 いま￢ сейчас 2

いましばらく 今しばらく いましば￢らく еще немного 8

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

1

いままで 今まで いまま￢で до этого момента 9

いままでに 今までに いまま￢でに до настоящего времени 5ス

いみ 意味 い￢み смысл 3ス

いもうと 妹 いもうと￢ (моя) младшая сестра 6ス

いや（な） いや￢ неприятный 7ス

いやあ ――― ну-у 3ス

イラスト イラスト￣ иллюстрация 1

いらっしゃい いらっしゃい￣ добро пожаловать, заходите 4

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す приходить (вежливо о других) 4

いらっしゃいます 【いらっしゃる1】 いらっしゃいま￢す есть, находиться, быть (вежливо о других) 9

いらっしゃいませ いらっしゃいま￢せ добро пожаловать, проходите 9

いります 【いる1】 いりま￢す нужно 7

いれます（コーヒーを） 【いれる2】 入れます いれま￢す варить (кофе) 7

いろ 色 いろ￢ цвет 6ス

いろいろ（な） (色々(な)） いろいろ￣ различный, разный 2

いわいます 【いわう1】 祝います いわいま￢す праздновать 6

インターネット インターネ￢ット Интернет 2

インタビュー イ￢ンタビュー интервью 6

インド イ￢ンド Индия 3

インドじん インド人 インド￢じん индиец 3

インドネシア インドネ￢シア Индонезия 3

インドネシアご インドネシア語 インドネシアご￣ индонезийский язык 4

うーん ―――
гм, хм (междометие, выражающее сомнение и
ли размышление)

7

うえ 上 うえ￣、うえ￢ на, верх 2

うけつけ 受付 うけつけ￣ приемная, ресепшн 8

うけとります 【うけとる1】 受けとります うけとりま￢す получать 1

うけます（しけんを） 【うける2】 受けます(試験を) うけま￢す сдавать (экзамен) 5

うしろ (後ろ) うしろ￣ сзади 7

うすい うすい￣ пресный, безвкусный 3

うそ う￢そ неправда, ложь 6

うた 歌 うた￢ песня 4

うたいます 【うたう1】 歌います うたいま￢す петь 4ス

うち (家) うち￣ дом 1

うどん うどん￣ лапша удон (из пшеничной муки) 3

うふふ ――― хи-хи-хи 6ス

うまれます 【うまれる2】 生まれます うまれま￢す родиться 6

うらやましい うらやまし￢い завидный, завидно 5

うります 【うる1】 売ります うりま￢す продавать 9

うるさい うるさ￢い громкий, шумный 2

うれしい うれし￢い  довольный, радостный 1

うわさ うわさ￣ слухи 6

う
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ことば かんじ アクセント ロシアご か

うん ――― да, ага 5

うんてん（します） （【する3】） 運転(します) うんてん￣ вождение (водить) 4ス

え／えっ ――― удивл. "Что?" 1

エアコン エアコン￣ кондиционер 8

えいが 映画 えいが￣、え￢いが фильм 8

えいぎょう 営業 えいぎょう￣ деятельность, работа; бизнес, предприятие 9

えいぎょうぶ 営業部 えいぎょ￢うぶ отдел продаж 9ス

えいご 英語 えいご￣ английский язык 4

ええ ――― да 2

えー ――― что-о 8ス

ええと／ええっと ――― ну (размышление) 8

エーン ――― хнык хнык 8

えき 駅 え￢き станция, вокзал 1

えへへ ――― хе-хе-хе 6ス

えらびます 【えらぶ1】 選びます えらびま￢す выбирать 9

エレベーター エレベ￢ーター лифт 8

えん／～えん ～円 ――― йена 2

えんげき えんげき￣ спектакль, пьеса, драматическое искусство 5

エンジニア エンジ￢ニア инженер 4

エンジン エ￢ンジン мотор, двигатель 8

えんりょ（します） （【する3】） えんりょ￣ стеснение (стесняться; воздерживаться) 1

おい ――― эй! 4

おいしい おいしい￣、おいし￢い вкусный 3

おいそぎ お急ぎ おいそぎ￣ спешка 8

おいわい（いわい） お祝い おいわい￣ празднование (праздновать) 6

おうえん（します） （【する3】） 応援(します) おうえん￣ поддержка (поддерживать, болеть за) 1

おおい 多い お￢おい многочисленный 2

おおきい 大きい おおき￢い большой 3

おおきな 大きな お￢おきな большой 6

オーストラリア オーストラ￢リア Австралия 3

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 3

おおやま／おおやまさん 大山／大山さん
おおやま￣／
おおやまさん￣

Оояма (японская фамилия) 7

おおよろこび 大喜び おおよ￢ろこび большая радость 1

おかあさん お母さん おか￢あさん (ваша, чья-то) мать 4

おかげ おかげ￣ благодаря 4

おかし（かし） お菓子 おか￢し сладости 3

おかね（かね） お金 おかね￣ деньги 2

おかねもち（かねもち） お金持ち
おかねもち￣、
おかね￢もち

богач 6

おきます 【おく1】 おきま￢す положить, поставить 2

おきゃくさま お客様
おきゃくさ￢ま、
おきゃくさま￣

гость, клиент (вежливый эквивалент おきゃく

さん)
4

おきゃくさん お客さん おきゃくさん￣ гость, клиент 2

おきゅうりょう（きゅうりょう） お給料 おきゅ￢うりょう зарплата 2ス

おくさん お￢くさん (ваша, чья-то) жена 4

おくち（くち） お口 おくち￢ рот 3ス

おくります 【おくる1】 送ります おくりま￢す отправлять, посылать 4

おくれます 【おくれる2】 おくれま￢す опаздывать 5

おこさん お子さん おこさん￣ (ваш, чей-то) ребенок 4

おこめ（こめ） お米 おこめ￣ рис 3

おこります 【おこる1】 おこりま￢す злиться 1

おこります 【おこる1】 (起こります) おこりま￢す случиться 8

おさけ（さけ） お酒 おさけ￣ сакэ, алкоголь 7

おしあわせ（しあわせ） お幸せ おしあわせ￣ счастье 6

え

お
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ことば かんじ アクセント ロシアご か

おじいさん おじ￢いさん ваш, чей-то дедушка 4

おしえます 【おしえる2】 教えます おしえま￢す объяснять, рассказывать, учить 4

おしごと お仕事 おし￢ごと работа 6ス

おします 【おす1】 おしま￢す нажимать 4

おしゃれ（な） おしゃ￢れ модный, стильный 2

おすし（すし） おす￢し суси 3

おせわ（せわ） (お世話) おせ￢わ услуга, помощь, забота 4

おそい おそい￣、おそ￢い поздний, медленный 1ス

おたがい おたがい￣ взаимный 7

おちつきます 【おちつく1】 おちつきま￢す успокаиваться 2

おちます 【おちる2】 おちま￢す падать, завалить(экзамен) 6ス

おちゃ お茶 おちゃ￣ зеленый чай 3

おっと 夫 おっと￣ (мой) муж 4

おてら（てら） お寺 おてら￣ буддийский храм 6

おとうさん お父さん おと￢うさん (ваш, чей-то) отец 4

おとうと 弟 おとうと￢ (мой) младший брат 1

おとこ 男 おとこ￢ мужчина 6

おととし おと￢とし позапрошлый год 6

おどり おどり￣ танец 4

おどろきます 【おどろく1】 おどろきま￢す удивляться 6

おなじ 同じ おなじ￣ одинаковый 5

おなまえ（なまえ） お名前 おなまえ￣ имя 9ス

おにいさん お兄さん おに￢いさん (ваш, чей-то) старший брат 4

おねえさん／おねえちゃん
お姉さん／
お姉ちゃん

おね￢えさん／
おね￢えちゃん

(ваша, чья-то) старшая сестра 4

おねがい（ねがい） お願い おねがい￣ просьба 4ス

おねがいします お願いします おねがいしま￢す прошу Вас 1

おばあさん／おばあちゃん
おば￢あさん／
おば￢あちゃん

ваша, чья-то бабушка 6

おはな お花 おはな￣ икэбана 4

おはな（はな） お花 おはな￣ цветы 3ス

おはよう おはよう￣ доброе утро 1

おふたり（ふたり） お二人 おふたり￢ двое (два человека) 6

おふろ（ふろ） おふ￢ろ ванная 2

おぼえます 【おぼえる2】 おぼえま￢す запоминать, помнить 4

おみまい（みまい） お見舞い おみまい￣ посещение больного 6

おみやげ（みやげ） おみやげ￣ сувенир 4

おめでとう おめでとう￣ поздравляю 6

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 8

おもいで 思い出 おもいで￣ воспоминания 4

おもいます 【おもう1】 思います おもいま￢す думать 1

おもしろい（おもしろさ） おもしろ￢い интересный (интерес) 1

おもに お￢もに главным образом 9

おや 親 おや￢ родители 7

おやくそく（やくそく） おやくそく￣ обещание, уговор, договоренность 9

おやこどん 親子どん おやこどん￣ оякодон (рис с курицей и омлетом) 3

おゆ（ゆ） お湯 おゆ￣ горячая вода 8

おります 【おりる2】 おりま￢す выходить (из транспорта) 8

おわすれもの（わすれもの） お忘れ物 おわすれもの￣ забытая вещь 8

おわすれものセンター
お忘れ物セン
ター

おわすれものセ￢ンター центр забытых вещей 8

おわび（わび） おわび￣ извинение 1

おわります 【おわる1】 終わります おわりま￢す заканчивать 9

おんがく 音楽 お￢んがく музыка 4

おんせん 温泉 おんせん￣ горячий (минеральный) источник 2
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か／～か ～課 ～か￣ отдел 9

カード カ￢ード карточки 6

かい／～かい ～回 ――― раз 1

かいがい 海外 か￢いがい зарубежные страны, заграница 3

かいがいじぎょう 海外事業 かいがいじ￢ぎょう деловые операции за границей 9

かいがいじぎょうか 海外事業課 かいがいじぎょうか￣ отдел заграничных операций 9ス

かいぎ 会議 か￢いぎ собрание 9

がいこく 外国 がいこく￣ зарубежная страна, заграница 3

がいこくご 外国語 がいこくご￣ иностранный язык 5

がいこくじん 外国人 がいこく￢じん иностранец 5

かいし（します） （【する3】） 開始(します) かいし￣ открытие (открывать) 8

かいしゃ 会社 かいしゃ￣ фирма, компания 2

がいしゃ／～がいしゃ ～会社 ～が￢いしゃ …компания 9

かいしゃいん 会社員 かいしゃ￢いん сотрудник фирмы 7

がいしゅつ 外出 がいしゅつ￣ выход на улицу 1

がいしょく 外食 がいしょく￣ еда не дома 3

かいだん かいだん￣ лестница 6ス

ガイドブック ガイドブ￢ック путеводитель 8

かいます 【かう1】 買います かいま￢す покупать 1

かいます　（ペットを） 【かう1】 かいます かいま￢す держать (о домашнем животном) 2

かいもの 買い物 かいもの￣ покупки 2

かいわ 会話 かいわ￣ диалог 5

カウンター カウンター￣ стойка 8ス

かえします 【かえる1】 返します かえしま￢す возвращать 7

かえってきます 【かえってくる3】 帰ってきます か￢えってきます возвращаться 2

かえます 【かえる2】 変えます かえま￢す менять 7

かえります 【かえる1】 帰ります かえりま￢す возвращаться 2

かお かお￣ лицо 9ス

かかります（じかんが） 【かかる1】 かかりま￢す занимать (о времени) 2

かかります（でんわが） 【かかる1】 かかりま￢す звонить 7

かき かき￣ хурма 3

かきます 【かく1】 書きます かきま￢す писать 1

がくせい 学生 がくせい￣ студент 1

かけます（こえを） 【かける2】 かけま￢す обращаться 7

かけます（めいわくを） 【かける2】 かけま￢す доставлять (неудобства) 8

かざります 【かざる1】 かざりま￢す украшать 4

かじ 家事 か￢じ домашние дела 6

かします 【かす1】 貸します かしま￢す одалживать кому-то 4

かずお／かずおさん
かずお￣／
かずおさん￣

Кадзуо (японское мужское имя) 4

かぜ かぜ￣ ветер 9

かぞく 家族 か￢ぞく семья 2

かた 方(このあたりの) かた￢ люди 8

かた／～から（いきかた） ～方(行き方) ――― способ что-то сделать 1

かたち 形 かたち￣ форма 1

かち 価値 か￢ち ценность 6

かちかん 価値観 かち￢かん система ценностей 6

かちます 【かつ1】 勝ちます かちま￢す побеждать 1

がつ ～月 ――― месяц 6

がっこう 学校 がっこう￣ школа 2

かつどう 活動 かつどう￣ деятельность, активность 9

カップ カ￢ップ кружка 6

カップラーメン カップラ￢ーメン лапша быстрого приготовления 3

かてい 家庭 かてい￣ дом, семья 3

ガドガド ガドガド￣ гадо-гадо (индонезийское блюдо) 3

かない か￢ない моя жена 4ス

か
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かなしい かなしい￣、かなし￢い печальный, грустный 7

かならず (必ず) かならず￣ непременно 1ス

かばん かばん￣ сумка, портфель 8

カフェ カ￢フェ кафе 5

がまん（します） （【する3】） が￢まん терпеть 2

カメラ カ￢メラ камера 4

かよいます 【かよう1】 通います かよいま￢す посещать 5

からだ 体 からだ￣ тело, организм 3

カリー カリー￣ карри 3

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

かるい 軽い かるい￣、かる￢い легкий 3ス

かれ 彼 か￢れ он 6

かれし／カレシ カレシ￣ возлюбленный, парень, молодой человек 7

かわい／かわいさん 川井／川井さん
かわい￣／
かわいさん￣

Каваи (японская фамилия) 3

かわいい かわい￢い хорошенький, миленький 6

かわいがります 【かわいがる1】 かわいがりま￢す ласкать, баловать, любить 6

かわいそう（な） かわいそ￢う жалостливый 6ス

かわの／かわのさん 川野／川野さん
か￢わの／
か￢わのさん

Кавано (японская фамилия) 2

かわります 【かわる1】 変わります かわりま￢す измениться 4

かん／～かん ～観 ～￢かん …взгляд, мнение 4

かんがえ 考え かんが￢え мысль, идея 6

かんがえます 【かんがえる2】 考えます かんがえま￢す размышлять 2

かんきょう 環境 かんきょう￣ окружающая среда 2

かんけい 関係 かんけい￣ отношение, связь 5

かんこうきゃく 観光客 かんこ￢うきゃく турист 9

かんこく 韓国 か￢んこく Южная Корея 3ス

かんじ 漢字 かんじ￣ иероглифы 5

かんじます 【かんじる2】 感じます かんじま￢す чувствовать 1

かんたん（な）（かんたんさ） かんたん￣ простой 1

かんどう（します） （【する3】） 感動(します) かんどう￣
сильное впечатление (быть впечатленным, пр
оникнуться)

1

がんばります 【がんばる1】 がんばりま￢す стараться 1

き 気 き￣ дух 1

き 木 き￢ дерево 3ス

きえます（でんきが） 【きえる2】 きえま￢す погаснуть (об электричестве) 8

きかい 機会 きか￢い шанс, случай 4

きかい 機械 きか￢い механизм, оборудование 9

きかく 企画 きかく￣ план, проект 9

きかくか 企画課 きかくか￣ отдел планирования 9ス

ききとり 聞きとり ききとり￣ слушание 5ス

ききとります 【ききとる1】 聞きとります ききとりま￢す расслышать, уловить на слух 5

ききます 【きく1】 聞きます ききま￢す спрашивать 2

ききます　 【きく1】 聞きます ききま￢す слушать 5

ききます（スパイスが） 【きく1】 ききます ききま￢す зд. чувствоваться 3

きこく（します） （【する3】） 帰国(します) きこく￣
возвращение в свою страну (возвращаться в с
трану)

8

きじ き￢じ статья 6

ぎじゅつしゃ 技術者 ぎじゅつ￢しゃ техник, инженер 8ス

きちんと きち￢んと тщательно 9

きっかけ きっかけ￣ удобный случай, предлог 6

きっと きっと￣ непременно, обязательно 6

きにいります 気に入ります きにいりま￢す нравиться 2

きにします 気にします きにしま￢す беспокоиться, переживать 1

きのう きの￢う、きのう￣ вчера 1

き

7/25 ©2017 The Japan Foundation



2021/02/15

ことば かんじ アクセント ロシアご か

きぶん 気分 き￢ぶん самочувствие, настроение 7

きます 【くる3】 来ます きま￢す приходить 1

きます 【きる2】 着ます きま￢す надевать 6ス

きまります 【きまる1】 決まります きまりま￢す решаться 6

きむら／きむらさん 木村／木村さん きむら￣／きむらさん￣ Кимура (японская фамилия) 2

きめます 【きめる2】 決めます きめま￢す решать 2

きもち 気持ち きもち￣ чувства, настроение 6

きゃく 客 きゃく￣ гость, клиент 2

キャプテン キャ￢プテン капитан 9

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) 2

キャラクター
キャラクター￣、
キャ￢ラクター

персонаж 5ス

キャンセル（します） （【する3】） キャ￢ンセル отмена (отменять) 1
きゅう／～きゅう ～級 ～きゅう￣ …уровень 5

きゅう（な） 急(な) きゅう￣ неожиданно 1

きゅうりょう 給料 きゅ￢うりょう зарплата 2

きょう 今日 きょ￢う сегодня 1

きょうかしょ 教科書 きょうか￢しょ учебник 5

きょうだい (兄弟) きょ￢うだい брат, сестра, братья и сестры 6

きょうつう きょうつう￣ общность 4

きょうみ きょ￢うみ интерес 1

きょうみがないです／ありません
きょ￢うみがな￢いです
／ありませ￢ん

не испытывать интерес к ч-либо 1

きょうりょく（します） （【する3】） 協力(します) きょうりょく￣ сотрудничество (оказывать содействие) 9

きょく きょく￣ мелодия 6

きょねん 去年 きょ￢ねん прошлый год 2

きらい（な） きらい￣ нелюбимый 3

きれい（な） き￢れい красивый 2

きをつけます 気をつけます きをつけま￢す быть внимательным, осторожным 3

ぎんこう 銀行 ぎんこう￣ банк 6

きんじょ 近所 き￢んじょ окрестности 3

キンパ キ￢ンパ кимбап (корейское блюдо) 3

きんゆう 金融 きんゆう￣ финансы 9

くうこう 空港 くうこう￣ аэропорт 1

ぐうぜん ぐうぜん￣ случайно, совпадение 4

くすり くすり￣ лекарство 3ス

くだもの くだ￢もの фрукты 3

くち 口 くち￣ рот 3

くちにあいます (口に合います) くちにあいま￢す приходиться по вкусу 3

くつ くつ￢ туфли, обувь 4

くに 国 くに￣、～くに￢ страна 3

くの／くのさん くの￣／くのさん￣ Куно (японская фамилия) 2

くび くび￣ шея 7

くやしい くやし￢い досадный 1

くらします 【くらす1】 くらしま￢す жить 6

クラス ク￢ラス класс, группа 5

くらべます 【くらべる2】 くらべま￢す сравнивать 9

グランドキャニオン グランドキャ￢ニオン Большой каньон 4

クリケット
クリケ￢ット、
クリ￢ケット

крикет 1

グループ グル￢ープ группа 1

くるま 車 くるま￣ машина 2

くれます 【くれる2】 くれま￢す давать, дарить ( о 2-м и 3-м лице) 4

くろ 黒 く￢ろ черный цвет 6ス

くわしい くわし￢い подробный 4

く
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くん／～くん ―――

～кун (вежливый суффикс, используется при
фамильярном обращении или обращении к св
ерстникам)

5

けいかく 計画 けいかく￣ план, расчет 5

けいけん（します） （【する3】） 経験(します) けいけん￣ опыт (испытать на практике) 4

げいじゅつか 芸術家 げいじゅつか￣ работник сферы искусств 5

けいり 経理 け￢いり бухгалтерский учёт, подсчёт 9

ケーキ ケ￢ーキ торт 6

ゲート ゲ￢ート выход (в аэропорту) 8

ゲーム ゲ￢ーム игра 8

けが（します） （【する3】） けが￢ рана (пораниться) 6ス

けしき け￢しき пейзаж 4

けします （でんきを）【けす1】 けしま￢す выключать (свет) 8

けっか けっか￣ результат 6

けっこん（します） （【する3】） 結婚(します) けっこん￣ брак, свадьба(жениться, выходить замуж) 6

けっこんしき 結婚式 けっこ￢んしき свадебная церемония 6

けんか（します） （【する3】） けんか￣ ссора (ссориться) 7

げんかん げ￢んかん прихожая 4

げんき（な） 元気(な) げ￢んき бодрый, здоровый 2

けんこう 健康 けんこう￣ здоровье 3

けんせつ 建設 けんせつ￣ строительство 9

けんめい 件名 けんめい￣ тема (электронного письма) 1

こ 子 こ￣ ребенок 4

ご／～ご ～語 ～ご￣ ～язык 4

ご／～ご ～後 ～ご￢ …после 8

こいびと 恋人 こいびと￣ возлюбленный 6

こうえん 公園 こうえん￣ парк 2

こうがい 郊外 こ￢うがい пригород 2

こうくう ～航空 ～こ￢うくう авиакомпания ～,  ～авиалинии 8

ごうしつ ～号室 ～ご￢うしつ комната номер ～ 8

こうじょう (工場) こうじょ￢う фабрика, завод 9ス

こうつう 交通 こうつう￣
дорожное движение, транспорт, коммуникаци
и

2

こうどう (行動) こうどう￣ действия 9

こうはい こうはい￣ младший коллега / товарищ 5

こうべ 神戸 こ￢うべ Кобэ (город в Японии) 3

こうほう 広報 こ￢うほう связи с общественностью 9

こえ こ￢え голос 7

コース コ￢ース курс 5

コーヒー コーヒ￢ー кофе 7

ごがく 語学 ごがく￣、ご￢がく изучение языков 5

ごかぞく（かぞく） ご家族 ごか￢ぞく ваша, чья-то семья 4

こくさい～ 国際～ こくさい￣～ международный 8

こくさいしょく 国際色 こくさ￢いしょく интернациональность 3

ごけっこん（けっこん） ご結婚 ごけっこん￣ ваша свадьба 6

ここ ここ￣ здесь 2

ごご 午後 ご￢ご вторая половина дня, после полудня 8

こころ 心 こころ￢ сердце, душа 7

こしょう（します） （【する3】） 故障(します) こしょう￣ поломка (быть неисправным, ломаться) 8

コスプレ コスプレ￣ косплэй 2

こたえ 答え こた￢え ответ 3

こたえます 【こたえる2】 答えます こたえま￢す отвечать 1

ごちそう ごちそう￣ угощение 3

ごちそうさま ごちそうさま￣ спасибо за угощение 6ス

こちら こちら￣ здесь, вот (вежливый эквивалент ここ) 4

け

こ
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こっち こっち￢ здесь (разговорный эквивалент ここ) 4

こと (事) こと￢
дело, факт, обстоятельство; грам. субстантива
тор

2

ごとうじょう（とうじょう） ご搭乗 ごとうじょう￣ посадка 8

ことば ことば￢ слова, язык 1

こども 子ども こども￣ ребенок 2

ことわります 【ことわる1】 ことわりま￢す отказываться 1

この この￣ этот 2

このあいだ (この間) このあいだ￣ на днях 4

ごはん ご飯 ご￢はん вареный рис, еда 3

こまります 【こまる1】 こまりま￢す быть в затруднении 2

こめ 米 こめ￢ рис (зерна) 3

ごめいわく（めいわく） ごめ￢いわく беспокойство, стеснение 8

ごめんください ごめんくださ￢い
извините / извините, есть кто-нибудь? / можно
войти?

4

コメント コメント￣ комментарий 8

ごめんなさい／ごめん
ごめんなさ￢い／
ごめん￣

извините, пожалуйста / извини 1

ごりよう（りよう） ご利用 ごりよう￣ использование, применение 8

ごりょうしん（りょうしん） ご両親 ごりょ￢うしん ваши, чьи-то родители 4

これ これ￣ это 5

これから これから￣ теперь, с этого момента 2

こんご 今後 こんご￣ после, позже; впредь, отныне 7

こんど (今度) こ￢んど на этот раз, теперь 1

こんな こんな￣ такой 2

こんにちは こんにちは￢ добрый день, здравствуйте 1

コンピューター コンピュ￢ーター компьютер 2

こんや 今夜 こ￢んや сегодня вечером (ночью) 7

こんやく 婚約 こんやく￣ помолвка 6

さあ ――― ну (размышление), вот 3

さいきん 最近 さいきん￣ в последнее время 6

さいご (最後) さ￢いご самый конец 1

さいこう 最高 さいこう￣ высший, самый лучший 6

さいしょ (最初) さいしょ￣ самое начало 1

さいたま (埼玉) さ￢いたま префектура Сайтама 2

サイト サイト￣ сайт 1

さいとう／さいとうさん
さいとう￣／
さいとうさん￣

Сайто (японская фамилия) 2

ざいりょう 材料 ざいりょ￢う ингредиенты 3

サイン サ￢イン знак, указатель 8

さがします 【さがす1】 さがしま￢す разыскивать, искать 2

さかな 魚 さかな￣ рыба 3

さかもと／さかもとさん 坂本／坂本さん
さかもと￣／
さかもとさん￣

Сакамото (японская фамилия) 4

さそい さそい￣ приглашение 1

さそいます 【さそう1】 さそいま￢す приглашать 1

サッカー サ￢ッカー футбол 1

サッカーじょう サッカー場 サッカーじょう￣ футбольный стадион, футбольное поле 1

さとう／さとうさん さ￢とう／さ￢とうさん Сато (японская фамилия) 2

さびしい さびし￢い одинокий, скучать по ～ 4

さま (～様) ―――
～сама (более вежливый эквивалент суффикса
～сан)

9ス

さん ～さん ―――
～сан (вежливый суффикс, "господин, госпож
а, уважаемый")

1

さんか（します） （【する3】） 参加(します) さんか￣ участие (принимать участие) 5

ざんぎょう ざんぎょう￣ сверхурочная работа 2

ざんねん（な） ざんね￢ん досадный, жаль 1

じ ～時 ～￢じ ～ часа / часов 8

さ

し
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しあい 試合 しあい￣ матч, соревнование 1

しあわせ 幸せ しあわせ￣ счастье 6

シーディー ＣＤ シーディ￢ー CD диск 4

しかたがない (仕方がない) しかたがな￢い ничего не поделаешь 7ス

しかります 【しかる1】 しかりま￢す ругать 7ス

じかん 時間 じかん￣ время 2

じかん ～時間 ～じ￢かん ～часов 2

しき ～式 ～￢しき церемония ～ 6

しけん 試験 しけ￢ん экзамен 5

しごと（します） （【する3】） 仕事(します) しごと￣ (работа) работать 1

ししゃ 支社 し￢しゃ филиал, отделение 9

じしん 自信 じしん￣ уверенность 3

しずか（な） 静か(な) し￢ずか тихий 2

システム シ￢ステム система 9ス

しぜん 自然 しぜん￣ природа 2

しぜん（な） 自然(な) しぜん￣ естественный 5

した 下 した￣(～のした￢） под, низ 6

したしい (親しい) したし￢い близкий, дружеский 6

しっかりします 【しっかりする3】 しっか￢りします быть сильным, упорным 1

じっと じっと￣ спокойно, терпеливо 7

じつは じつ￢は на самом деле, по правде говоря 1

しつもん（します） （【する3】） 質問(します) しつもん￣ вопрос (задавать вопрос) 9

しつれい（します） （【する3】） しつ￢れい прошу прощения (позвольте мне удалиться) 1

じどうし 自動詞 じど￢うし непереходный глагол 8

しない 市内 し￢ない в черте города 2

しばらく しば￢らく некоторое время 7

しびれます 【しびれる2】 しびれま￢す онеметь, затечь 4

じぶん 自分 じぶん￣ сам, самостоятельно 2

しま 島 しま￢ остров 6

します 【する3】 しま￢す делать 1

しまります 【しまる1】 しまりま￢す быть закрытым, закрываться 8

しめきり しめきり￣ крайний срок (выполнения чего-л.) 5

しめます 【しめる2】 しめま￢す закрывать 8

じゃあ／じゃ じゃ￢あ／じゃ￣ ну тогда 2

しゃいん 社員 しゃ￢いん сотрудник (фирмы) 9

しゃかい 社会 しゃ￢かい общество 7

しゃかいじん 社会人 しゃか￢いじん работающий член общества 7

ジャカルタ ジャカルタ￣ Джакарта 4

しゃしん 写真 しゃしん￣ фотография 4

しゃべります 【しゃべる1】 しゃべりま￢す разговаривать, болтать 7

じゃま（します） （【する3】） じゃま￣ помеха (мешать, препятствовать) 4

ジャム ジャ￢ム джем 3

シャワー シャ￢ワー душ 2

しゅう 週 しゅ￢う неделя 3

じゅう ～中 ～じゅう￣ весь, в течение всего… 5

しゅうかつ 就活 しゅうかつ￣ поиск работы 9

じゅうしょ 住所 じゅ￢うしょ адрес 4

しゅうしょく 就職 しゅうしょく￣ устройство на работу 9

じゅうぶん（な） (十分(な)) じゅうぶ￢ん достаточный 6

しゅうまつ 週末 しゅうまつ￣ конец недели, выходные 1

じゅけん (受験) じゅけん￣ вступительные экзамены 4ス

じゅこうりょう 受講料 じゅこ￢うりょう плата за обучение 5

しゅじん しゅ￢じん (ваш, чей-то) муж 4

しゅっせき（します） （【する3】） 出席(します) しゅっせき￣ присутствие (присутствовать) 6

しゅっちょう（します） （【する3】） 出張(します) しゅっちょう￣ командировка (ехать в командировку) 1
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しゅっぱつ（します） （【する3】） 出発(します) しゅっぱつ￣ отправление (отправляться, уезжать) 8

しゅっぱつゲート 出発ゲート しゅっぱつゲ￢ート выход на посадку 8

しゅみ しゅ￢み хобби 4

じゅん じゅん￣ порядок, последовательность 2

じゅんび（します） （【する3】） 準備(します) じゅ￢んび подготовка (готовиться) 6

しょう／しょうくん しょう/しょうくん しょ￢う／しょ￢うくん Сё (японское мужское имя) 4

しょうかい（します） （【する3】） 紹介(します) しょうかい￣
знакомство (знакомить, рекомендовать, предс
тавлять)

1

しょうがくせい 小学生 しょうがく￢せい ученик младшей школы 2ス

しょうがっこう 小学校 しょうが￢っこう начальная школа 2

じょうきゅう 上級 じょうきゅう￣ высший уровень 5

じょうけん じょうけ￢ん условие 2

じょうけんけい (条件形) じょうけんけい￣ условная форма 2

じょうし 上司 じょ￢うし начальник, руководство 9

しょうしょう 少々 しょ￢うしょう немного 9

じょうず（な） 上手(な) じょうず￢ умелый, ловкий 4

しょうせつ (小説) しょうせつ￣ роман 5

しょうたい（します） （【する3】） 招待(します) しょ￢うたい приглашение (приглашать) 2

しょうたいじょう 招待状 しょうたいじょう￣ приглашение 6

じょうほう 情報 じょうほう￣ информация 5

しょうらい しょ￢うらい будущее 5

しょきゅう 初級 しょきゅう￣ начальный уровень 5

しょく 食 しょく￣ еда 3

しょく／～しょく ～食 ～しょく￣ …еда 3

しょくじ 食事 しょくじ￣ еда, прием пищи 3

しょくせいかつ 食生活 しょくせ￢いかつ система питания, диета 3

しょくば 職場 しょくば￣ место работы 6

しょくひん 食品 しょくひん￣ продукты питания 9

じょし 女子 じょ￢し женщина, девушка 5

じょせい 女性 じょせい￣ женщина 6

しょっぱい しょっぱ￢い соленый 3

しょるい しょるい￣ документ 1

しらせます 【しらせる2】 知らせます しらせま￢す давать знать 8

しらべます 【しらべる2】 (調べます) しらべま￢す узнавать, исследовать 1

しりあい (知り合い) しりあい￣ знакомый, знакомая 1

しりあいます 【しりあう3】 知り合います しりあいま￢す быть знакомым 6

しります 【しる1】 知ります しりま￢す знать 2

しりょう し￢りょう материалы, данные 9

しろい 白い しろ￢い белый 3

じん／～じん ～人 ～￢じん человек из ~ (национальность) 3

じんじゃ 神社 じ￢んじゃ синтоистский храм 6

しんじん 新人 しんじん￣ новый человек 7

じんせい 人生 じ￢んせい жизнь 4

じんせいかん 人生観 じんせ￢いかん мировоззрение 4

しんせつ（な） 親切(な) し￢んせつ добрый, сердечный 4

しんぱい（な） 心配(な) しんぱい￣ вызывающий беспокойство 7

しんぶん (新聞) しんぶん￣ газета 7

しんゆう 親友 しんゆう￣ близкий друг 7

しんらい（します） （【する3】） 信頼 しんらい￣ доверие (доверять) 9

スイッチ ス￢イッチ、スイ￢ッチ переключатель 8ス

スーツケース スーツケ￢ース чемодан 8

スーパー ス￢ーパー супермаркет 2

すえながい (末長い) すえなが￢い надолго, навсегда 6

すがた す￢がた внешний вид 6

すき（な） 好き(な) すき￢ любимый 1

す
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すききらい 好ききらい すき￢きらい вкусы (любимое и нелюбимое) 3

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

すぐ す￢ぐ сразу 1

すくない 少ない すくな￢い малочисленный 2

すごい すご￢い поразительный 4

すこし 少し すこ￢し немного 2

すごします 【すごす1】 すごしま￢す проводить время 8

すずき／すずきさん 鈴木／鈴木さん
すずき￣／
すずきさん￣

Судзуки (японская фамилия) 7

すすめます 【すすめる2】 すすめま￢す предлагать, советовать 7

スターフルーツ スターフル￢ーツ «старфрут», карамбола (фрукт) 3

スタッフ スタ￢ッフ персонал 8

すっきりします 【すっきりする3】 すっきりしま￢す
быть в хорошем настроении; чувствовать себя
легко

7

ずっと ずっと￣ постоянно 1

すてき（な） すてき￣ великолепный 6

ストレス スト￢レス стресс 2

スパイス スパ￢イス специя, пряность 3

すばらしい（すばらしさ） すばらし￢い замечательно 1

すばる 昴 す￢ばる Плеяды 4ス

スピーチ スピ￢ーチ речь, выступление 6

スペイン スペ￢イン Испания 5

スペインご スペイン語 スペインご￣ испанский язык 5ス

スポーツ スポ￢ーツ спорт 1

すみます 【すむ1】 住みます すみま￢す жить, проживать 2

すみません すみませ￢ん извините 1

スリッパ ス￢リッパ、スリ￢ッパ тапочки 4

すわります 【すわる1】 座ります すわりま￢す садиться 4

せいかく せいかく￣ характер 6

せいかつ（します） （【する3】） 生活(します) せいかつ￣ жить, вести образ жизни 2

せいざ 正座 せいざ￣ сидеть по-японски (на полу) 4

せいせき 成績 せいせき￣ успехи, результат 5

ぜいたく（な） ぜいた￢く роскошный 3

せかい 世界 せ￢かい мир 9

せっかく せっかく￣ с трудом, специально, особо 7

せっきょくてき（な） せっきょく的(な) せっきょくてき￣ активный 5

ぜったい ぜったい￣ абсолютный, безусловный 5

せつめい（します） （【する3】） 説明(します) せつめい￣ объяснение (объяснять) 8

ぜひ ぜ￢ひ обязательно 1

せまい せま￢い узкий, тесный 2

せんじつ 先日 せんじつ￣ на днях, недавно 1

せんしゅ 選手 せ￢んしゅ спортсмен, спортсменка 1

せんせい 先生 せんせ￢い учитель 5

ぜんぜん (全然) ぜんぜん￣ совсем (с отриц.) 3

センター セ￢ンター центр 8

せんぱい せんぱい￣ старший сотрудник / товарищ 5

ぜんぶ 全部 ぜ￢んぶ все, целиком 2ス

そう そ￢う так 1

そうじ そうじ￣ уборка 8ス

そうだん（します） （【する3】） 相談(します) そうだん￣ совет (советоваться) 7

そうむ 総務 そ￢うむ общие вопросы 9

そうむか 総務課 そうむか￣ общий отдел 9

そーお ――― ах, вот как? Правда? 6ス

そこ ――― там 2

そしたら そした￢ら затем 7

そして そして￣ затем, потом 4

せ

そ
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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)

5

その その￣ тот 1

そのころ そのこ￢ろ в то время 4

そば そ￢ば лапша соба (из гречневой муки) 7

そふ そ￢ふ мой дедушка 4

ソフトウェア ソフトウェ￢ア программное обеспечение 9ス

ソフトドリンク ソフトドリ￢ンク безалкогольные напитки 3

そぼ そ￢ぼ моя бабушка 4

それ それ￣ то 2

それから それから￣ затем, потом 8

それじゃあ それじゃ￢あ итак 1

それで それで￣ итак; и поэтому 2

それでは それで￢は итак 4

それなら それな￢ら если так, то 1

それより それよ￢り более того 7

そんな そんな￣ такой 5

そんなに そんなに￣ так 5ス

タイ タ￢イ Таиланд 3

たい／～たい～（２たい１） ～対～(２対１) ～た￢い～ против (при объявлении счета) 1

だい／～だい ～代 ～￢だい поколение (30-летние и т.д.) 6

だいがく 大学 だいがく￣ университет 5

たいくつ（な） たいくつ￣ скучный, нудный 6

タイご タイ語 タイご￣ тайский язык 5

だいじ（な） (大事(な)) だいじ￣ важный 6

たいしかん 大使館 たいし￢かん посольство 1

だいじょ（う）ぶ（な） だいじょ￢(う)ぶ в порядке, нормально 1

たいしょく（します） （【する3】） 退職(します) たいしょく￣ пенсия (выходить на пенсию) 5

だいすき（な） 大好き(な) だ￢いすき самый любимый, обожаемый 2

たいせつ（な） (大切(な)) たいせつ￣ важный 5

だいたい だいたい￣ по большей части 4ス

たいへん (大変) たいへん￣ значительно, очень много 8ス

たいへん（な） (大変(な)) たいへん￣ ужасный, тяжелый, сложный 2

たいりょく 体力 た￢いりょく физическая сила 9

たかい 高い たか￢い дорогой 2

たかい（たかさ） 高い(高さ) たか￢い высокий (высота) 1

だから だ￢から поэтому 7

たくさん（あります） たくさん￣ много 2

たくさん（のひと） たくさ￢ん много 6

たしか（な） た￢しか несомненный, достоверный 9

だします 【だす1】 出します だしま￢す сдавать 1

たすかります 【たすかる1】 (助かります) たすかりま￢す спастись, почувствовать себя спасенным 4

たすけあいます 【たすけあう1】 助け合います たすけあいま￢す помогать друг другу 9

たすけます 【たすける2】 助けます たすけま￢す помогать, спасать 6

たずねます 【たずねる2】 たずねま￢す спрашивать 8ス

ただいま (ただ今) ただ￢いま сейчас, только что 9

ただしい（ただしく） 正しい(正しく) ただし￢い правильный (правильно) 5

たち／～たち（わたしたち） ――― суффикс мн. числа 1

たちます 【たつ1】 立ちます たちま￢す стоять 4

たて た￢て вертикаль, длина 7

たてます（けいかくを） 【たてる2】 立てます(計画を) たてま￢す составлять, строить (н-р, планы) 8

たどうし 他動詞 たど￢うし переходный глагол 8

たとえば (例えば) たと￢えば например 6ス

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) 2

た
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たのしい（たのしく） 楽しい(楽しく) たのし￢い веселый, приятный 5

たのしみ 楽しみ たのし￢み удовольствие, предвкушение 2

たのしみます 【たのしむ1】 楽しみます たのしみま￢す наслаждаться, предвкушать 2

たのみます 【たのむ1】 たのみま￢す просить 8

タバコ タバコ￣ сигареты 7

たぶん た￢ぶん наверное 6

たべます 【たべる2】 食べます たべま￢す есть, кушать 2

たべもの 食べ物 たべ￢もの еда 3

タマ タ￢マ Тама (кличка кошки) 4

ため ため￢ для, по причине 2

だめ（な） だめ￢ нельзя; негодный, неподходящий 1

ためます 【ためる2】 ためま￢す копить 5

だれ だ￢れ кто 6

だれか だ￢れか кто-нибудь 2

たんご たんご￣ слово (как единица словаря) 5

だんじょ 男女 だ￢んじょ мужчины и женщины 6

たんじょうび 誕生日 たんじょ￢うび день рождения 4

ダンス ダ￢ンス танец 6

だんせい 男性 だんせい￣ мужчина 6

だんだん だんだん￣ постепенно, шаг за шагом 2

たんとう（します） （【する3】） 担当(します) たんとう￣ быть ответственным за что-л. 9

ちいさい 小さい ちいさ￢い маленький 2

チーム チ￢ーム команда 1

チームワーク チームワ￢ーク работа в команде 1

チェック（します） （【する3】） チェ￢ック проверка (проверять) 8

チェックイン（します） （【する3】） チェックイ￢ン регистрация, чек ин (регистрироваться) 8

チェックインカウンター チェックインカ￢ウンター стойка регистрации 8

ちがい ちがい￣ отличие 4

ちかい（ちかさ） 近い(近さ) ちか￢い близкий 2

ちがいます 【ちがう1】 ちがいま￢す отличаться 3

ちかく 近く ち￢かく、ちか￢く около, поблизости 2

ちかごろ 近ごろ ちか￢ごろ недавно, в последнее время 6

チケット チ￢ケット билет 1

ちず (地図) ち￢ず карта 4ス

ちち 父 ち￢ち、ちち￢ (мой) отец 1

ちちおや 父親 ちちおや￣ отец 7ス

ちば 千葉 ち￢ば Тиба (префектура в Японии) 3

チャット チャット￣ чат 5

ちゃんと ちゃんと￣ как следует 5ス

ちゅう／～ちゅう ～中 ～ちゅう￣ во время ～ 6

ちゅうきゅう 中級 ちゅうきゅう￣ средний уровень 5

ちゅうごく 中国 ちゅ￢うごく Китай 1

ちゅうしゃじょう 駐車場 ちゅうしゃじょう￣ парковка 2

ちゅうしょく 昼食 ちゅうしょく￣ обед 3

ちょうし 調子 ちょうし￣ состояние 3

ちょうしょく 朝食 ちょうしょく￣ завтрак 3

ちょっと ちょ￢っと на минуточку, ненадолго 2

つうきん（します） （【する3】） 通勤(します) つうきん￣ поездка до места службы (ездить на работу) 2

つうじます 【つうじる2】 通じます つうじま￢す передаваться, доходить (напр., о смысле) 5

つうやく 通訳 つ￢うやく устный перевод 4

つかいます 【つかう1】 使います つかいま￢す использовать 2

つかれ つかれ￢ усталость 1

つかれます 【つかれある2】 つかれま￢す уставать 1

つぎ つぎ￢ следующий 1

ち

つ
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つきあい つき合い つきあ￢い знакомство, общение 6

つきあいます 【つきあう1】 つき合います つきあいま￢す состоять в отношениях / общаться с кем-л. 6

つきます（じしんが） 【つく1】 つきま￢す
расти (о качествах, умениях, н-р - уверенност
ь)

5

つきます（でんきが） 【つく1】 つきま￢す включаться  (об электричестве) 8

つくります 【つくる1】 作ります つくりま￢す создавать, готовить 2

つけます（でんきを） 【つける2】 つけま￢す включать  (об электричестве) 8

つごう つごう￣ обстоятельства, удобство 9

つづきます 【つづく1】 (続きます) つづきま￢す продолжаться 5

つづけます 【つづける2】 (続けます) つづけま￢す продолжать 7

つとめます 【つとめる2】 勤めます つとめま￢す работать, исполнять 2

つながり つながり￣ связь 4

つながります 【つながる1】 つながりま￢す быть связанным, соединяться 4

つま 妻 つ￢ま (моя) жена 3

つよい（つよさ） 強い(強さ) つよ￢い сильный (сила) 1

つらい つらい￣ тяжелый, утомительный 7ス

つれていきます 【つれていく1】 (連れていきます) つれていきま￢す взять кого-то с собой 4

て 手 て￢ рука (кисть) 8

であい 出会い であ￢い、であい￣ встреча, свидание 6

ティーシャツ／Tシャツ ティーシャツ￣ футболка 1

ディーブイディー／DVD ディーブイディ￢ー DVD диск 2

ていしょく 定食 ていしょく￣ комплексный обед (в столовой, в кафе) 3

ていねい（な） て￢いねい вежливый 9

ていねいたい (丁寧体) ていねいたい￣ вежливый стиль 8

でかけます 【でかける2】 出かけます でかけま￢す выходить, отправляться 2

てがみ (手紙) てがみ￣ письмо 5

てき／～てき ～的 ～てき￣ суффикс для образования прил. от сущ. 1

できごと (出来事) でき￢ごと событие 6

できます 【できる2】 できま￢す мочь, уметь 2

できるだけ できるだけ￣ насколько возможно 3

できれば でき￢れば если возможно 1ス

てづくり 手作り てづ￢くり ручная работа 4

てつだいます 【てつだう1】 てつだいま￢す помогать 2

てつづき 手続き てつ￢づき формальности, процедура 8

でてきます 【でてくる3】 出てきます でてきま￢す выходить, появляться 8

テニス テ￢ニス теннис 1

では で￢は итак 1

デパート デパ￢ート универмаг 3

でます（しあいに） 【でる2】 出ます でま￢す участвовать (в соревнованиях, игре) 1

でも で￢も но, однако, хотя 1

テレビ テ￢レビ телевизор 1

てんき 天気 て￢んき погода 1

でんき 電気 で￢んき электричество, свет 8

てんきん（します） （【する3】） (転勤(します)） てんきん￣
перевод по службе (перейти на другую работ
у, должность)

2

でんしゃ 電車 でんしゃ￣、で￢んしゃ электричка, поезд 2

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

3

でんわ（します） （【する3】） 電話(します) でんわ￣ телефон (звонить) 4

でんわばんごう 電話(番号) でんわば￢んごう номер телефона 4

ドア ド￢ア дверь 8

トイレ ト￢イレ туалет 8

どう ど￢う как 1

とうきょう 東京 とうきょう￣ Токио 2

とうこう（します） （【する3】） とうこう￣
сотрудничество (в газете, журнале и т.д.), пис
ать (напр., в газету)

7

どうして ど￢うして почему 2

て

と
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どうしても どうして￢も ни в коем случае; никак 3

とうじょう 搭乗 とうじょう￣ посадка 8

どうぞ ど￢うぞ пожалуйста 3

とうちゃく（します） （【する3】） 到着(します) とうちゃく￣ прибытие (прибывать) 8

とうふ とうふ￢、とうふ￣ тофу 3

どうぶつ 動物 どうぶつ￣ животное 2ス

どうも ど￢うも здравствуйте 4

どうも ど￢うも очень, действительно 9

どうやって ど￢うやって как, каким образом 5

どうりょう 同僚 どうりょう￣ коллега 9

とおい 遠い とおい￣、とお￢い далекий 2

とおして (通して) と￢おして через, сквозь 9

トースト ト￢ースト тост, поджаренный хлеб 3

とおり 通り とおり￢ улица 1

とき (時) とき￢ во время, когда 1

ときどき (時々) ときどき￢ иногда 2

とくい（な） とく￢い быть сильным, хорошим в ～ 9

ドクター ド￢クター доктор 7

とくに (特に) と￢くに в частности 4

どこ ど￢こ где 2

どこか ど￢こか где-нибудь 8

ところ (所) ところ￢ место 2

としん 都心 としん￣ центр города 2

とちゅう とちゅう￣ по пути 5

どちら ど￢ちら где, куда (из 2-х) 2

とても／とっても とても￣／とっても￣ очень 2

とどきます 【とどく1】 とどきま￢す доходить, быть полученным 1ス

となり となり￣ рядом, по соседству 5

とにかく と￢にかく как бы то ни было 8

どの ど￢の какой, который (из множества) 9

とびます 【とぶ1】 (飛びます) とびま￢す летать 8

とまります 【とまる1】 止まります とまりま￢す останавливаться 8

とめます 【とめる2】 止めます とめま￢す останавливать 8

とも／～とも（ふたりとも） ～とも￣ ～оба 2ス

ともだち 友だち ともだち￣ друг, друзья 1

どようび 土曜日 どよ￢うび суббота 1

トラブル トラ￢ブル проблема 8

とりつぎます 【とりつぐ1】 とりつぎま￢す встретить гостя, передать (телефон и т.д.) 9

とります（チケットを） 【とる1】 とりま￢す брать (билеты) 1

とります（しゃしんを） 【とる1】 とりま￢す фотографировать 4

ドリンク ドリ￢ンク напиток 3

トルコ ト￢ルコ Турция 3

ドルマ ド￢ルマ долма (турецкое блюдо) 3

どれ ど￢れ который (из множества) 2

どろぼう どろぼう￣ вор, воровство 8

とんかつ とんかつ￣ тонкацу (японское блюдо) 3

どんどん ど￢んどん быстро, много 2

どんな ど￢んな какой 2

ないよう ないよう￣ содержание 8

なか 中 な￢か внутри 8

ながい（ながく） 長い(長く) なが￢い длинный, продолжительный 6ス

なかがいい な￢かがい￢い в хороших отношениях 6ス

ながでんわ 長電話 ながで￢んわ долгий телефонный разговор 7

ながともゆうと／ながともせんしゅ
長友佑都／
長友選手

ながともゆ￢うと／
ながともせ￢んしゅ

Юто Нагатомо, спортсмен Нагатомо
(японский футболист)

1

な
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ながの 長野 な￢がの Нагано (префектура в Японии) 2

なかむら／なかむらさん 中村／中村さん
なかむら￣／
なかむらさん￣

Накамура (японская фамилия) 1

ながれます 【ながれる2】 ながれま￢す течь 8

なきます 【なく1】 なきま￢す плакать 8

なぐさめます 【なぐさめる2】 なぐさめま￢す успокаивать 6

なくなります（ひとが） 【なくなる1】 なくなりま￢す скончаться 6

なくなります（げんきが） 【なくなる
1】

なくなりま￢す пропадать, кончаться 7

なぜ な￢ぜ почему 8

なつかしい なつかし￢い вызывающий ностальгию 3

なっとう なっと￢う соевые бобы "натто" (японское блюдо) 3

なに／なん 何 な￢に／な￢ん что 3

なにか 何か な￢にか что-нибудь 3

なにも 何も なにも￣ ничего 2

なまいき（な） (生意気(な)) なまいき￣ наглый, самоуверенный, дерзкий 7

なまえ 名前 なまえ￣ имя 4

なやみ なやみ￢ переживание, страдание 7

なやみます 【なやむ1】 なやみま￢す страдать, мучиться 7

ならいます 【ならう1】 習います ならいま￢す учиться 4

ならべます 【ならべる2】 ならべま￢す ставить в ряд, выстраивать 2

なります  【なる1】 なりま￢す становиться 1

なるほど なるほど￣ в самом деле, действительно 2ス

なれます 【なれる2】 なれま￢す привыкать 3

なんだか な￢んだか как-то 7

におい にお￢い запах 3

にがて（な） 苦手(な) にがて￣ слабая сторона, быть слабым в чем-то 3

にくじゃが 肉じゃが にくじゃが￣
никудзяга (картошка с мясом в сладком бульо
не, японское блюдо)

3

にげます 【にげる2】 にげま￢す убегать 8

にち／～にち ～日 ――― день 3

にちようび／にち 日曜日／日 にちよ￢うび воскресенье 1

にっき にっき￣ дневник 8

にほん／にっぽん 日本 にほ￢ん／にっぽ￢ん Япония 1

にほんご 日本語 にほんご￣ японский язык 4

にほんじん 日本人 にほんじ￢ん японец 3

にほんまつり 日本祭 にほんま￢つり японский фестиваль 6

にます（にています） 【にる2】 にま￢す быть похожим 6

にもつ 荷物 に￢もつ багаж, вещи 8

にもの にもの￣ варёное блюдо 3

ニャ～ ――― мяу 4ス

にゅういん（します） （【する3】） 入院(します) にゅういん￣ госпитализация (лежать в больнице) 6

ニュース ニュ￢ース новость 5

ニューヨーク ニューヨ￢ーク Нью-Йорк 4

にわ 庭 にわ￣ сад, двор 2

にん ～人 ――― ～человек (счетный суффикс) 4

にんき 人気 にんき￣ популярность 1

にんげん 人間 にんげん￣ человек 7

にんげんかんけい 人間関係 にんげんか￢んけい человеческие отношения 7

にんずう 人数 に￢んずう количество людей 7

ぬ ぬぎます 【ぬぐ1】 ぬぎま￢す снимать, раздеваться 4

ねえ ――― э-эй, послушай 7ス

ねがい 願い ねが￢い просьба 6

ネクタイ ネ￢クタイ галстук 6

ねこ ね￢こ кошка 2ス

に

ね
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ねだん ねだん￣ цена, стоимость 3

ねます 【ねる2】 寝ます ねま￢す ложиться спать 7

ねむります 【ねむる1】 ねむりま￢す засыпать 7

ねん 年 ね￢ん год 1

ねん／～ねん ～年 ――― ～ год 2

ねんかん／～ねんかん ～年間 ～ね￢んかん (в течение) ～ лет 4

ねんせい／～ねんせい ～年生 ～ね￢んせい ～курсник, ～классник 4ス

ノート ノ￢ート тетрадь 5

のこします 【のこす1】 のこしま￢す оставлять 3

のだ／のださん 野田／野田さん のだ￣／のださん￣ Нода (японская фамилия) 1

のみかい 飲み会 のみかい￣ корпоратив, вечеринка, посиделки 7

のみます 【のむ1】 飲みます のみま￢す пить 7

のみもの 飲み物 のみ￢もの напитки 3ス

のり のり￢ водоросли "нори" 3

のりか／のりかさん
の￢りか／
の￢りかさん

Норика (японская фамилия) 2

のります 【のる1】 乗ります のりま￢す садиться в транспорт 2

のります（そうだんに） 【のる1】 のりま￢す давать совет 7ス

のんびりします 【のんびりする3】 のんび￢りします не спешить; расслабляться 2

はあ ――― ну да 7ス

ばあい (場合) ばあい￣ ситуация, случай 6

パーティー パ￢ーティー вечеринка 6

パートタイム パートタ￢イム частичная занятость 9

バーベキュー バーベ￢キュー барбекю 2

はい は￢い да 1

バイト バイト￣ подработка 1ス

はいります 【はいる1】 入ります はいりま￢す входить 4

バウムクーヘン バウムク￢ーヘン баумкухен (немецкая выпечка) 3

はきます 【はく1】 はきま￢す надевать (ботинки, брюки, юбку и т.д.) 4

はげまします 【はげます1】 はげましま￢す воодушевлять, поддерживать 6

はじまります 【はじまる1】 始まります はじまりま￢す начинаться 8

はじめ 始め はじめ￣ начало 3

はじめて 初めて はじ￢めて впервые 4

はじめに はじめに￣ сначала 9

はじめまして はじめま￢す рад с вами познакомиться 4

はじめます 【はじめる2】 始めます はじめま￢す начинать 5

ばしょ 場所 ばしょ￣ место 2

はしります 【はしる1】 走ります はしりま￢す бежать 1

バス バ￢ス автобус 2

はずかしがります 【はずかしがる
1】

はずかしがりま￢す стесняться 5

はずかしがりや はずかしがりや￣ застенчивый человек 5

パスポート パスポ￢ート паспорт 8

はたらきます 【はたらく1】 働きます はたらきま￢す работать 4

はっきり はっき￢り четко 7

ハッピー（な） ハ￢ッピー счастливый 7

はな 花 はな￢ цветы 6

はなし 話 はなし￢ разговор 5

はなしあいます 【はなしあう1】 話し合います はなしあいま￢す разговаривать, вести переговоры 9

はなしことば 話しことば はなしこ￢とば разговорная лексика 5

はなしずき（な） 話し好き(な) はなしずき￣ любящий поговорить 5

はなします 【はなす1】 話します はなしま￢す разговаривать 4

はなれます 【はなれる2】 はなれま￢す
удаляться; расставаться; находиться в удален
ии

2

の

は
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はは 母 は￢は (моя) мать 2

はは／ははは ――― ха-ха-ха 4ス

はやい（はやく） 早い(早く) はや￢い ранний (рано) 2

はやい（はやく） はや￢い быстрый (быстро) 5

はらいます 【はらう1】 はらいま￢す платить 7

はらはらします 【はらはらする3】 は￢らはらします волноваться, нервничать 1

パリ パ￢リ Париж 8

はん／～はん ～半 ～は￢ん ～ тридцать (о времени) 8ス

ばん／～ばん ～番 ――― номер 8

バンコク バ￢ンコク Бангкок 3

はんたい はんたい￣ противоположность 2

はんとし 半年 はんとし￢ полгода 3

はんぶん 半分 はんぶ￢ん половина 3

ばんめ／～ばんめ ～番目 ～ばんめ￢ суффикс (порядковый номер) 7

ひ 日 ひ￢、ひ￣ день 1

ピアノ ピアノ￣ пианино 6

ひかく（します）（【する3】） ひかく￣ сравнение (сравнивать) 5

ひかる／ひかるさん
ひかる￣／
ひかるさん￣

Хикару (японское женское имя) 4

ひき／～ひき ――― счетный суффикс для маленьких животных 2

ひきます（ピアノを） 【ひく1】 ひきま￢す играть (на муз. инструменте) 6

ひきます（かぜを） 【ひく1】 ひきま￢す подхватить (простуду) 9

ひきます（せんを） 【ひく1】 ひきま￢す подчёркивать (проводить линию) 3

ひきわけ ひきわけ￣ ничья (в спорте) 1

ひきわけます 【ひきわける2】 ひきわけま￢す сыграть в ничью 1

ひこうき 飛行機 ひこ￢うき самолет 8

ひさしぶり ひさしぶり￣ давно не виделись 5

びじゅつかん 美術館 びじゅつ￢かん картинная галерея 2ス

ひしょ ひ￢しょ секретарь 9

びっくりします 【びっくりする3】 びっく￢りします удивляться, поражаться 4

ひっこし（します） （【する3】） ひっこし￣ переезд (переезжать) 2

ひっこします 【ひっこす1】 ひっこしま￢す переезжать 2

ひっし（な） ひっし￣ отчаяние (отчаянный) 1

ビデオ ビ￢デオ видео 6

ひと 人 ひと￣、～ひと￢ человек 3

ひどい ひど￢い ужасный 7

ひとつ 1つ／一つ ひと￢つ один 1

ひとり 1人／一人 ひと￢り один человек 2

ひみつ ひみつ￣ секрет 1

びょういん 病院 びょういん￣ больница 2

びょうき 病気 びょうき￣ болезнь 2

ひる 昼 ひる￢ день 2

ひるごはん 昼ご飯 ひるご￢はん обед 3

ひろい（ひろさ） 広い(広さ) ひろ￢い широкий, просторный 2

ひろしま 広島 ひろしま￣ город Хиросима 4

びん／～びん ～便 ～びん￣ рейс номер ～ 8

ぶ／～ぶ ～部 ～￢ぶ отдел 9

ファン ファ￢ン болельщик, фанат 1

ふあん 不安 ふあん￣ беспокойство 7

フィッシュ アンド チップス
フィッシュ アンド チ￢ッ
プス

фиш энд чипс 3

ふう ――― ох 7ス

ふうん／ふーん ――― м-м 7

ふえます 【ふえる2】 ふえま￢す увеличиваться 2

ふく 服 ふく￢ одежда 2

ひ

ふ
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ふくそう 服そう ふくそう￣ одежда, костюм 9

ふしぎ ふしぎ￣ загадочность, странность 5

ふたつ ２つ／二つ ふたつ￢ два 2

ふたり ２人／二人 ふたり￢ двое (два человека) 4

ふつう ふつう￣ обычно 3

ふつうたい ふつうたい￣ простой стиль (в отличие от вежливого) 8

ぶつりゅう 物流 ぶつりゅう￣ логистика, снабжение 9

ぶどう ぶどう￣ виноград 3

ふふふ ―――
хи-хи-хи (в основном используется женщинам
и)

5ス

ふべん（な） 不便(な) ふ￢べん неудобный 2

フライト フライト￣ полет, рейс 8

ブラジル ブラジル￣ Бразилия 6

フラメンコ フラメ￢ンコ фламенко 5

フランス フランス￣ Франция 5

フランスご フランス語 フランスご￣ французский язык 5

フリーランス フリ￢ーランス фриланс, внештатная работа 9

ふります 【ふる1】 ふりま￢す качать 7

ふるい 古い ふる￢い старый 2

ふるさと ふる￢さと родина, родной город 2

プレー プレ￢ー игра 1

プレゼント プレ￢ゼント подарок 1

ふれます 【ふれる2】 ふれま￢す прикасаться 4

ブログ ブログ￣ блог 4

プロポーズ（します） （【する3】） プロポ￢ーズ предложение (руки и сердца) 6

ぶん 文 ぶ￢ん предложение 1

ふん／～ふん／ぷん ～分 ～￢ふん минута 1

ふんいき ふんい￢き атмосфера 9

ぶんか 文化 ぶ￢んか культура 1

ぶんかてき（な） 文化的(な) ぶんかてき￣ культурный 1

ぶんぽう 文法 ぶんぽう￣ грамматика 5

ペア ペ￢ア пара 6

へいじつ 平日 へいじつ￣ будний день 2

へえ ――― да? (удивл.) 4

ベジマイト ベジマ￢イト паста веджимайт (австралийский продукт) 3

へた（な） (下手(な)) へた￢ неловкий, не умеющий чего-л. 8

ベッド ベ￢ッド кровать 8

ペット ペ￢ット домашнее животное 2

へや 部屋 へや￢ комната 2

へります 【へる1】 へりま￢す уменьшаться 2

ベル ベ￢ル звонок 4

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) 1

べんきょうになります 勉強になります べんきょうになりま￢す узнать много нового 5

へんこう 変更 へんこう￣ изменение 8

へんじ (返事) へんじ￢ ответ 7

べんり（な）（べんりさ） 便利(な)(便利さ) べ￢んり удобно(ый) (удобство) 2

ほう 方 ほ￢う сторона, направление (исп. при сравнении) 6

ほう ――― о-о (удивл.) 9ス

ほうこく（します） （【する3】） 報告(します) ほうこく￣ доклад, сообщение (сообщать, делать доклад) 9

ほうほう 方法 ほうほう￣ способ, средство 5

ほうもん（します） （【する3】） 訪問(します) ほうもん￣ посещение (посещать) 4

ホーム ホ￢ーム платформа, дом 7

ほか ほか￣ кроме, другой 1

ぼく ぼ￢く я (мужск.) 4

ぼくたち ぼ￢くたち мы (мужск.) 6

へ

ほ
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ぼご 母語 ぼ￢ご родной язык 5

ほしい ほし￢い хотеть 2ス

ぼしゅう（します） （【する3】） 募集 ぼしゅう￣
набор на работу (набирать, приглашать на раб
оту)

9

ホッ ――― Уф! междометие (облегчение) 8

ほっかいどう 北海道 ほっか￢いどう остров Хоккайдо 1ス

ホッケー ホ￢ッケー хоккей 1

ほっとします 【ほっとする3】 ほっとしま￢す облегченно вздохнуть 3

ホテル ホ￢テル отель 8

ほとんど ほと￢んど почти 3

ほほほ ―――
хо-хо-хо (в основном используется женщинам
и)

1ス

ほら ――― Смотри! 5ス

ボランティア ボラ￢ンティア волонтер 5

ほん 本 ほ￢ん книга 2

ほんとう／ほんと ほんとう￣／ほんと￣ на самом деле 6

ほんとうに／ほんとに
ほんとうに￣／
ほんとに￣

действительно 1

ほんや 本屋 ほ￢んや книжный магазин 5

ほんやく（します） （【する3】） 翻訳(します) ほんやく￣ письменный перевод (переводить письменно) 5

まあ ま￢あ межд. "ну да", "что-то вроде" 4ス

まいにち 毎日 ま￢いにち каждый день 2

まいります 【まいる1】 まいりま￢す приходить (вежливый эквивалент きます) 9

まえ 前 ま￢え перед 1

まけます 【まける2】 負けます まけま￢す проигрывать 1

まご まご￢ внук / внучка 6

まさか ま￢さか неужели 6ス

まず ま￢ず для начала 2ス

また また￢ снова 1

まだ ま￢だ еще, пока 2

まだまだ ま￢だまだ всё еще (не очень хорошо) 5

まち 町 まち￢ город 3

まちがいます 【まちがう1】 まちがいま￢す ошибаться 5

まちがえます 【まちがえる2】 まちがえま￢す ошибаться 1

まちます 【まつ1】 待ちます まちま￢す ждать 4

マッサージ マッサ￢ージ массаж 8

まど ま￢ど окно 8

マドリード マドリ￢ード Мадрид 6ス

マナー マ￢ナー манеры 1

まなびます 【まなぶ1】 学びます まなびま￢す учить, изучать 5

まね（します） （【する3】） まね￣ подражание (подражать) 5ス

ママ マ￢マ мама 4

まもります 【まもる1】 まもりま￢す выполнить, соблюсти 7

まよいます 【まよう1】 まよいま￢す заблудиться / быть в нерешительности 7

まわり まわり￣ вокруг, поблизости 2

まん／～まん ～万 ま￢ん десять тысяч 2

マンガ マンガ￣ манга 2

マンガカフェ マンガカ￢フェ кафе для любителей манга 5

マンション マ￢ンション квартира, многоквартирный дом 2

みおくり 見送り みおくり￣ проводы 8

みかけます 【みかける2】 見かけます みかけま￢す замечать 5

みず 水 みず￣ вода 8

みせ 店 みせ￢ ресторан, лавка, магазин 2

みせます 【みせる2】 見せます みせま￢す показывать 1

みそしる みそし￢る суп мисо 3

みため 見た目 みため￣ внешний вид 3

ま
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みつかります 【みつかる1】 見つかります みつかりま￢す обнаруживаться, находиться 2

みつけます 【みつける2】 見つけます みつけま￢す находить 6

みっつ ３つ／三つ みっつ￢ три 5

みなさん みな￢さん дамы и господа, все (обращение) 3ス

みなみ 南 みなみ￣ юг 8

みならいます 【みならう1】 見習います みならいま￢す брать пример с кого-л. 5

みます 【みえる2】 見ます みま￢す смотреть 1

みんな みんな￢ все (обращение) 2

むかえます 【むかえる2】 迎えます むかえま￢す встречать (в аэропорту, на станции и т.д.) 1

むかし むかし￣ давно, раньше 4

むずかしい 難しい
むずかしい￣、
むずかし￢い

сложный 5

むすこ むすこ￣ мой сын 4

むすめ むすめ￢ моя дочь 4

むすめさん むすめさん￣ ваша (чья-то) дочь 4

むせきにん（な） むせ￢きにん безответственный 7ス

むだ（な） むだ￣ бесполезный 1

むらた／むらたさん 村田／村田さん
むらた￣／
むらたさん￣

Мурата (японская фамилия) 9

むり（な） む￢り невозможный, непосильный 2

め 目 め￢ глаза 7

めいれいけい (命令形) めいれいけい￣ повелительная форма 1

メール メール￣ электронное письмо 1

メキシコ メキシコ￣ Мексика 5ス

めぐみ／めぐみさん
めぐみ￣／
めぐみさん￣

Мэгуми (японское женское имя) 4

めずらしい めずらし￢い редкий 6ス

メッセージ メ￢ッセージ сообщение 1

メモ メ￢モ заметка 2

もう も￢う уже 1

もう もう￣ еще 1

もうします 【もうす1】 もうしま￢す называться (вежливая форма いいます) 6

もうすぐ もうす￢ぐ уже скоро 8

もくてき 目的 もくてき￣ цель 5

もし も￢し если 2

もしもし も￢しもし алло 1

もちます 【もつ1】 持ちます もちま￢す держать (в руках) 3

もちろん もち￢ろん конечно 6

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 6

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 3

もっと も￢っと более 1

もとめます 【もとめる2】 もとめま￢す требовать 9

もの もの￢ вещь 3

もも もも￣ персик 3

もらいます 【もらう1】 もらいま￢す получать 1

もり／もりさん 森／森さん もり￣／もりさん￣ Мори (японская фамилия) 6

もりあがります 【もりあがる】 もりあがりま￢す оживиться 1

もんだい 問題 もんだい￣ проблема, задание 2

やぎ／やぎさん 八木／八木さん やぎ￣／やぎさん￣ Яги (японская фамилия) 2

やきざかな やき魚 やきざ￢かな жареная рыба 3

やきゅう やきゅう￣ бейсбол 1

やく 約～ や￢く～ приблизительно 4

やくそく（します） （【する3】） やくそく￣ обещание (обещать) 1

やさい 野菜 やさい￣ овощи 2

やさしい やさしい￣、やさし￢い добрый 4

も
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やすい（やすく） 安い(安く) やす￢い дешевый (дешево) 2

やすみ 休み やすみ￢ выходной, отпуск, каникулы 7

やすみます 【やすむ1】 休みます やすみま￢す пропускать 5

やせます 【やせる2】 やせま￢す худеть 3ス

やちん 家賃 や￢ちん квартплата 2

やっと やっと￣ наконец 2

やっぱり／やはり やっぱ￢り／やは￢り действительно, точно, всё-таки 1

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) 1

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) 4

やめます 【やめる2】 やめま￢す прекращать 2

やります 【やる1】 やりま￢す делать 1

ゆうこ／ゆうこさん ゆ￢うこ／ゆ￢うこさん Юко (японское женское имя) 7

ゆうしょう（します） （【する3】） 優勝(します) ゆうしょう￣ победа (выигрывать, завоевывать первенство) 1

ゆうしょく 夕食 ゆうしょく￣ ужин 3

ゆうめい（な） 有名(な) ゆうめい￣ известный 1

ゆしゅつ（します） （【する3】） 輸出(します) ゆしゅつ￣ экспорт (экспортировать) 9

ゆたか（な）（ゆたかさ） 豊か(な)(豊かさ) ゆ￢たか богатый, обильный (обилие) 1

ゆっくり ゆっく￢り не спеша, медленно 4

ゆっくりします 【ゆっくりする3】 ゆっく￢りします отдыхать, расслабляться 1ス

ゆにゅう（します） （【する3】） 輸入(します) ゆにゅう￣ импорт (импортировать) 9

ゆめ ゆめ￢ мечта 5ス

ようこ／ようこさん よ￢うこ／よ￢うこさん Ёко (японское женское имя) 4

ようこそ よ￢うこそ добро пожаловать 4ス

ヨーロッパ ヨーロ￢ッパ Европа 9

よかったら よ￢かったら если вам будет удобно, если вы не возражаете 1

よく よ￢く часто 1

よく よ￢く хорошо 1

よこ よこ￣ сбоку, рядом 7

よし ――― отлично 1ス

よしえ／よしえさん よしえ￣／よしえさん￣ Ёсиэ (японское женское имя) 4

よしだ／よしださん 吉田／吉田さん よしだ￣／よしださん￣ Ёсида (японская фамилия) 1

よてい 予定 よてい￣ планы 8

よびます 【よぶ1】 よびま￢す звать 4

よびます 【よぶ1】 よびま￢す позвать 4

よみます 【よむ1】 読みます よみま￢す читать 1

よる 夜 よ￢る ночь 2

よろこびます 【よろこぶ1】 喜びます よろこびま￢す радоваться, веселиться 2

よろしく よろしく￣ прошу любить и жаловать 9

よわい 弱い よわ￢い слабый 1

ラーメン ラ￢ーメン лапша рамэн (из пшеничной муки) 3

らいげつ 来月 ら￢いげつ следующий месяц 1

らいしゅう 来週 らいしゅう￣ следующая неделя 1

らいねん 来年 らいねん￣ следующий год 4ス

らく（な） (楽(な)) らく￢ удобный, приятный, лёгкий 4

らくだい（します） （【する3】） らくだい￣ провал на экзамене (провалиться на экзамене) 5

らくにします (楽にします) らく￢にします расслабляться 4

ラグビー ラ￢グビー регби 1

ラグビーぶ ラグビー部 ラグビ￢ーぶ клуб регби 9

ランキング ランキング￣ рейтинг 7

リサ／リサさん リ￢サ／リ￢サさん Риса (японское женское имя) 7

りゆう 理由 りゆう￣ причина 1

ゆ
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りゅうがく（します） （【する3】） 留学(します) りゅうがく￣
стажировка за границей (стажироваться за гра
ницей)

4

りょう 量 りょ￢う объем 3

りよう 利用 りよう￣ использование 8

りょうしん 両親 りょ￢うしん родители 2

りょうり 料理 りょ￢うり еда, блюда, кулинария 2

りょこう（します） （【する3】） 旅行(します) りょこう￣ путешествие, поездка (путешествовать) 4

りょこうがいしゃ 旅行会社 りょこうが￢いしゃ турфирма 4ス

る ルール ル￢ール правило 1

れい 例 れ￢い пример 4

れいな／れいなさん
れ￢いな／
れ￢いなさん

Рэйна/Рээна (японское женское имя) 8

れきし 歴史 れきし￣ история 8

レシピ レ￢シピ рецепт 4

レストラン レ￢ストラン ресторан 2

レポート レポート￣、レポ￢ート доклад, сообщение, отчет 1

れんあい 恋愛 れんあい￣ любовь 7

れんしゅう（します） （【する3】） 練習(します) れんしゅう￣ упражнения (упражняться) 6

れんらく（します） （【する3】） 連絡(します) れんらく￣ связь (связываться) 9

ろ ロンドン ロ￢ンドン Лондон 8ス

わあ ――― ух ты 3ス

わーお ――― ого, ничего себе 6ス

わかい 若い わか￢い молодой 1

わかります 【わかる1】 わかりま￢す понимать, знать 1

わかれます 【わかれる2】 (別れます) わかれま￢す расставаться 6

わくわくします 【わくわくする3】 わくわくしま￢す быть взволнованным, быть возбужденным 1

わしょく 和食 わしょく￣ японская кухня 3

わすれます 【わすれる2】 忘れます わすれま￢す забывать 4

わすれもの 忘れ物 わすれもの￣ забытые вещи 8

わだ／わださん 和田／和田さん わだ￣／わださん￣ Вада (японская фамилия) 3

わたし 私 わたし￣ я 1

わたしたち 私たち わたし￢たち мы 1

わびます 【わびる2】 わびま￢す просить прощения 8

わらいます 【わらう1】 わらいま￢す смеяться, улыбаться 7

わりかん わりかん￣ складчина (при оплате) 7

わるい 悪い わる￢い плохой 3

わ
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