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ロシア文字による日本語の表記 
 

あ い う え お 

а и у э о 
 

か き く け こ 

ка ки ку кэ ко 
が ぎ ぐ げ ご 

га ги гу гэ го 
さ し す せ そ 

са си су сэ со 
ざ じ ず ぜ ぞ 

дза дзи дзу дзэ дзо 
た ち つ て と 

та ти цу тэ то 
だ ぢ づ で ど 

да дзи дзу дэ до 
な に ぬ ね の 

на ни ну нэ но 
 

は ひ ふ へ ほ 

ха хи фу хэ хо 
ば び ぶ べ ぼ 

ба би бу бэ бо 
ま み む め も 

ма ми му мэ мо 
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 

па пи пу пэ по 
や  ゆ  よ 

я  ю  ё 
 

ら り る れ ろ 

ра ри ру рэ ро 
 

わ    ん 

ва    н 
 

きゃ  きゅ  きょ 

кя  кю  кё 
ぎゃ  ぎゅ  ぎょ 

гя  гю  гё 
しゃ  しゅ  しょ 

ся  сю  сё 
じゃ  じゅ  じょ 

дзя  дзю  дзё 
ちゃ  ちゅ  ちょ 

тя  тю  тё 
ぢぁ  ぢゅ  ぢょ 

дзя  дзю  дзё 
にゃ  にゅ  にょ 

ня  ню  нё 
 

ひゃ  ひゅ  ひょ 

хя  хю  хё 
びゃ  びゅ  びょ 

бя  бю  бё 
みゃ  みゅ  みょ 

мя  мю  мё 
ぴゃ  ぴゅ  ぴょ 

пя  пю  пё 
りゃ  りゅ  りょ 

ря  рю  рё 
 

 
１. つまる音は、子音を重ねる。［例］札幌Саппоро 
２. 長音は、母音１文字で表す。［例］大阪Осака 
３. 母音に続く「い」には、иの他に й も使われる。［例］北海道Хоккайдо 
４. 子音と「え音」の結合では、эの他に е で表されることがある。 
［例］根室Нэмуро – Немуро 

５. 「ち」は ти の他に чи と表すことがある。［例］千歳Титосэ – Читосэ 
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教室でよく使われるロシア語表現 
 
 

1. Всё. おしまいです、終了です 
フショー 

2. Встаньте. 立ってください 
フスターニチェ 

3. Говорите. 話してください 
ガヴァリーチェ 

4. До свидания. さようなら 
ダスヴィダーニヤ 

5. Ещё раз. もう一度 
イシショー ラース 

6. Закройте (книгу). （本を）閉じてください 
ザクローィチェ 

7. Здравствуйте. おはよう、こんにちは 
ズドラーストヴイチェ 

8. Идите сюда. こちらに来てください 
イヂーチェ シュダー 

9. Извините. ごめんなさい 
イズヴィニーチェ 

10. Как это по-русски? これはロシア語で何と言いますか 
カーク エータ パルースキイ 

11. Молодец. よくやった、お見事です 
マラヂェーツ 

12. – Понятно? わかりましたか 
パニャートナ 

 – Да, понятно. はい、わかりました 
ダー パニャートナ 

 – Нет, не понятно. いいえ、わかりません 
ニェート ニパニャートナ 

13. Отвечайте. 答えてください 
アトヴィチャーイチェ 

14. Откройте (книгу). （本を）開いてください 
アトクローイチェ 

15. Пишите. 書いてください 
ピシーチェ 

16. Плохо. ダメです、調子が悪い 
プローハ 

17. Повторите. 繰り返してください 
パフタリーチェ 

18. Погромче. もう少し大きな声で 
パグロームチェ 

19. Пожалуйста. どうぞ、どういたしまして 
パジャールィスタ 

20. Покажите. 見せてください 
パカジーチェ 

21. Правильно. 正解です 
プラーヴィリナ 
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22. Садитесь. 座ってください 
サヂーチェシ 

23. Слушайте. 聞いてください 
スルーシャイチェ 

 
24. Смотрите. 見てください 

スマトリーチェ 
25. Спасибо. ありがとう 

スパスィーバ 
26. Спрашивайте. 質問してください 

スプラーシヴァイチェ 
27. Тише. 静かに 

チーシェ 
28. Хорошо. よろしいです 

ハラショー 
29. Читайте. 読んでください 

チターイチェ 
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数詞一覧 
 
 

1. один  30. тридцать 
アヂーン トリーツァチ 

2. два  40. сорок 
ドヴァー ソーラク 

3. три  50. пятьдесят 
トリー ピッヂスィャート 

4. четыре  60. шестьдесят 
チトゥィーリェ シェズィヂスィャート 

5. пять  70. семьдесят 
ピャーチ スィェーミヂスィト 

6. шесть  80. восемьдесят 
シェースチ ヴォースィミヂスィト 

7. семь  90. девяносто 
スィェーミ ヂヴィノースタ 

8. восемь  100. сто 
ヴォースィミ ストー 

9. девять  200. двести 
ヂェーヴィチ ドヴェースチィ 

10. десять  300. триста 
ヂェースィチ トリースタ 

11. одиннадцать  400. четыреста 
アヂーンナツァチ チトゥィーリスタ 

12. двенадцать  500. пятьсот 
ドヴィナーッツァチ ピツソート 

13. тринадцать  600. шестьсот 
トリナーツァチ シェスソート 

14. четырнадцать  700. семьсот 
チトゥィールナッツァチ スィミソート 

15. пятнадцать  800. восемьсот 
ピトナーツァチ ヴァスィムソート 

16. шестнадцать  900. девятьсот 
シェスナーッツァチ ヂヴィツソート 

17. семнадцать   1000. тысяча 
スィムナーッツァチ トゥィースィチャ 

18. восемнадцать 
ヴァスィムナーッツァチ 

19. девятнадцать 
ヂヴィトナーッツァチ 

20. двадцать 
ドヴァーツァチ 
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■ ロシア愛唱歌 ■ 

 

『カチューシャ』 

КАТЮША 
Слова М. Исаковского 
Музыка М. Блантера 

 

Расцветали яблони и груши, りんごと梨の花が咲きほころび 

Поплыли туманы над рекой. 川面に霧が立っている。 

Выходила на берег Катюша, カチューシャは岸辺に 

На высокий берег на крутой. 高い岸辺に出て行った。 

 

 

『モスクワ郊外の夕べ』 

ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА 
Слова М.Матусовского 
Музыка В.Соловьёва-Седого 

 

Не слышны в саду даже шорохи. 庭では葉の音さえ聞こえない。 

Всё здесь за́мерло до утра́. ここでは何もが朝まで静まり返る。 

Если б зна́ли вы, как мне до́роги わかってもらえたら、私にとって 

Подмоско́вные вечера́. モスクワ郊外の夕べがどんなに大切か。 

 

Ре́чка дви́жется и не дви́жется, 銀色の月光に照らされ 

Вся из лу́нного серебра́. せせらぎがかすかに動いている。 

Пе́сня слы́шится и не слы́шится 歌がかすかに聞こえている 

В эти ти́хие вечера́. この静かな夕べに。 
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『ヨーラチカ（小さなもみの木）』 
ЁЛОЧКА 

Слова Р. Кудашёвой 
Музыка Л. Бекмана 

 

В лесу родилась ёлочка, 森の中でヨーラチカが生まれた 

В лесу она росла, 森の中で大きくなった 

Зимой и летом стройная, 夏も冬もすくすくと 

Зелёная была. 緑いっぱいに。 

Метель ей пела песенку: 吹雪が子守歌を歌ってくれた 

"Спи, ёлочка, бай-бай!" 「ヨーラチカ、ねんねんころりよ」と。 

Мороз снежком укутывал: 厳しい寒さが雪でくるんでくれた 

"Смотри, не замерзай!" 「いいか、凍えるんじゃないよ」と。 

Трусишка зайка серенький 臆病者の灰色うさぎが 

Под ёлочкой скакал. ヨーラチカの下を飛び跳ねた。 

Порою волк, сердитый волк 時折オオカミが、怒ったオオカミが 

Рысцою пробегал. 小走りに駆けていった。 

Теперь она, нарядная, 今や、枝飾りもりっぱに 

На праздник к нам пришла ヨーラチカが祝いの席にやってきた 

И много, много радости たくさん、たくさんの喜びを 

Детишкам принесла. 子どもたちに持ってきてくれた。 
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『わにゲーナの歌』 

ПЕСЕНКА КРОКОДИЛА ГЕНЫ  
Слова А. Тимофеевского 
Музыка В. Шаинского 

 
Пусть бегут неуклюже 歩行者にはぎこちない足取りで 
Пешеходы по лужам,  水溜りを急がせておこう 

А вода по асфальту рекой.  アスファルトの水はまるで川 

И неясно прохожим 通行人には判らないだろう 
В этот день непогожий,  この悪天候の日に 

Почему я весёлый такой?  僕がなぜこんなに陽気なのか。 

 
Припев: （くりかえし） 

А я играю на гармошке 僕はアコーディオンを弾く 

У прохожих на виду. 通行人が見ているところで 
К сожаленью, день рожденья 残念だな、お誕生日が 

Только раз в году. 年に一度きりだなんて。 

 
 

 

『その道はどこ、その家はどこなのですか』 

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ  
ロシア民謡 

 
Где эта улица? その道はどこなのですか 
Где этот дом? その家はどこなのですか 
Где эта девушка,  その娘はどこにいるのですか 
Что я влюблён? ぼくは君に参っている。 
Вот эта улица. ほら、この道だよ 
Вот этот дом. ほら、ここの家だよ 
Вот эта девушка, ああ、あの娘だよ 
Что я влюблён! ぼくは君に参っている。 
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『カリンカ』 

КАЛИНКА 
ロシア民謡 

 

Калинка, калинка, калинка моя! カリンカ、カリンカ、私のカリンカ(がまずみ) 

В саду ягода малинка, малинка моя! 苺畑にはマリンカ、私のマリンカ(えぞ苺) 

Ах! Под сосною под зелёною ああ、緑の松の木の下で 

Спать положите вы меня; あなたは私を寝かしつけてください 

Ай, люли, люли, ай, люли, люли, あい、リューリ、リューリ 

Спать положите вы меня. あなたは私を寝かしつけてください。 

 

Калинка, калинка, калинка моя! カリンカ、カリンカ、私のカリンカ 

В саду ягода малинка, малинка моя! いちご畑にはマリンカ、私のマリンカ 

Ах! Сосенушка ты зелёная, ああ、お前は緑の若い松なのだから 

Не шуми же надо мной! 私の頭上で騒がないで 

Ай, люли, люли, ай, люли, люли, あい、リューリ、リューリ 

Не шуми же надо мной! 私の頭上で騒がないで。 

 

Калинка, калинка, калинка моя! カリンカ、カリンカ、私のカリンカ 

В саду ягода малинка, малинка моя! いちご畑にはマリンカ、私のマリンカ 

Ах! Красавица, душа-девица, えいっ、美しい人よ、乙女よ 

Полюби же ты меня! どうか私を好きになってください 

Ай, люли, люли, ай, люли, люли, あい、リューリ、リューリ 

Полюби же ты меня! どうか私を好きになってください。 

 

Калинка, калинка, калинка моя! カリンカ、カリンカ、私のカリンカ 

В саду ягода малинка, малинка моя! いちご畑にはマリンカ、私のマリンカ。 



 10 

■ ロシア名詩選 ■ 
 
 
Пушкин Александр Сергеевич プーシキン（1799-1837） 
 

Если жизнь тебя обманет,  人生が君を裏切っても 
Не печалься, не сердись!  悲しまないで、腹を立てないで 
В день уныния – смирись:  憂鬱な日は、おとなしくして 
День веселья, верь, настанет!  喜びの日が来ると、信じなさい。 
 
Сердце в будущем живёт;  未来のこころは生きていて 
Настоящее уныло:  現在のは意気消沈している 
Всё мгновенно, всё пройдёт;  全ては一瞬のこと、全ては過ぎ去る 
Что пройдёт, то, будет мило.  過ぎ去れば、愛おしいものになる。 

 
 
 
 

 
 

Тютчев Фёдор Иванович チュチェフ（1803-1873） 
 
Весенняя гроза  春の雷雨 
 
Люблю грозу в начале мая,  ぼくは五月初頭の雷雨が好きだ 
Когда весенний первый гром,  その時は春一番の雷が 
Как бы резвяся и играя,  はしゃぎ回り､遊びながら 
Грохочет в небе голубом.  青い空でごろごろと鳴っている。 
 
Гремят раскаты молодые,  若い雷鳴が鳴り響き 
Вот дождик брызнул, пыль летит,  ほら雨だれが跳ね、ほこりが舞う 
Повисли перлы дождевые,  雨の真珠が一連につながり 
И солнце нити золотит.  太陽が蜘蛛の糸を黄金に染める。 
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Фет Афанасий Афанасьевич フェート（1820-1892） 
 
Чудная картина,  絶妙な光景よ 
Как ты мне родна:  汝は私にとって何と懐かしい 
Белая равнина,  白い平原 
Полная луна,  丸い月よ。 
 
Свет небес высоких,  高い空の光 
И блестящий снег,  輝く雪も 
И саней далёких 遠くのそりの 
Одинокий бег.  独り走る姿も。 

 
 
 
 
Северянин Игорь セヴェリャーニン（1887-1941） 

 
Весенний день горяч и долог, –  春の一日は暑く、長い 
Весь город солнцем ослеплён!  町全体が太陽に目を焼かれている 
Я снова – я: я снова молод!  僕は再び僕だ、僕は再び若返る 
Я снова весел и влюблён!  僕は再び陽気で、恋に落ちる。 
 
Душа поёт и рвётся в поле,  魂は歌い、野原を求める 

Я всех чужих зову на «ты»...  僕は他人を皆「おい君」と呼ぶ 
Какой простор! Какая воля!  何という空間。何という自由 
Какие песни и цветы!  何という歌、そして花なんだろう！ 
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ロシア民話『小さな御殿』 

Теремок  
 
 
 みんなは、ウクライナ民話『てぶくろ』の読み聞かせを今でも覚えていますか。 

 森を歩いていたおじいさんが、てぶくろを片方、落としたまま行ってしまいました。後

からやってきたねずみがそこへ潜りこみ、自分の家にします。次にやってきたぴょんぴょ

んがえるもまた、そこにもぐり込み、その後に現れた早足うさぎも、そこに割り込んでき

ました。 

 おしゃれぎつね、灰色おおかみ、牙もちいのしし。聞き覚えがありませんか。動物たち

の図体が、だんだんと大きくなってきました。てぶくろはもう、パンパンに膨れあがって

います。それでも、のっそりぐまが中に入ろうとします。 

 ロシアでは『小さな御殿』として親しまれている童話です。この「てぶくろ」には、ど

んな魅力があるのでしょうか？ 

 

Стоит в лесу старый пень с дуплом. Бежит мышка: «Ой, какой 
хороший домик!» Спрашивает мышка: «Кто в тереме живёт?» Никто 
не отвечает. 
«Я тут буду жить», – говорит мышка. И живёт. 
 
Бежит лягушка: «Ой, какой хороший домик!»  
Спрашивает лягушка: «Кто тут живёт?»  
Мышка отвечает: «Я живу. Давай вместе жить!»  
Лягушка отвечает: «Давай!» И живут. 
 
Бежит зайчик: «Ой, какой хороший домик!»  
Спрашивает зайчик: «Кто тут живёт?»  
Мышка и лягушка отвечают: « Мы живём. Давай вместе жить!»  
Зайчик отвечает: «Давайте!» И живут. 
 
Бежит лисичка: «Ой, какой хороший домик!»  
Спрашивает лисичка: «Кто тут живёт?»  
Мышка, лягушка и зайчик отвечают: «Мы живём. Давай вместе 
жить!»  
Лисичка отвечает: «Давайте!» И живут. 
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Бежит волк: «Ой, какой хороший домик!»  
Спрашивает волк: «Кто тут живёт?»  
Мышка, лягушка, зайчик и лисичка отвечают: «Мы живём. Давай 
вместе жить!»  
Волк отвечает: «Давайте!» И живут. 
 
Бежит медведь: «Ой, какой хороший домик!»  
Спрашивает медведь: «Кто тут живёт?»  
Мышка, лягушка, зайчик, лисичка и волк отвечают: «Мы живём». 
Медведь говорит: «Давайте вместе жить!» Звери отвечают: «Нельзя, 
нельзя, медведь! Ты большой! Ты сломаешь домик!» 
 
Медведь отвечает: «Не сломаю!» Сел – трах-тарарах! – и сломал 
домик... 
Что делать? Звери думали, думали – и построили новый домик. 
БОЛЬШОЙ,  ХОРОШИЙ,  КРАСИВЫЙ  –  ТЕРЕМОК. 
И живут там дружно. 
 
【語い説明】 

 1. теремок 小さな御殿、居城 

 2. стоит < стоять 立っている 
 3. в лесу < лес 森の中に 
 4. старый 古い 
 5. пень 切り株 
 6. с дуплом < дупло 空洞の空いた 
 7. бежит < бежать 走ってくる 
 8. мышка 鼠（ねずみ） 
 9. какой! 何と～だろう！ 
10. хороший りっぱな 
11. домик < дом 棲み処（すみか） 
12. спрашивает < спрашивать 尋ねる 
13. кто? 誰が？ 
14. тут ここに 
15. живёт < жить 棲んでいる 
16. никто 誰も（～でない） 
17. (не) отвечает < отвечать 答え（ない） 
18. говорит < говорить 話す 
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18. лягушка 蛙（かえる） 
19. давай (-те)  さあ、～しよう 
20. вместе 一緒に 
21. зайчик 兎（うさぎ） 
22. лисичка 狐（きつね） 
23. волк 狼（おおかみ） 
24. медведь 熊（くま） 
25. звери 獣たち 
25. нельзя ダメだ 
27. большой 大きな 
28. сломаешь, сломал < сломать 壊してしまう 
29. сел < сесть 腰掛けた 
30. что делать?  どうしたらいいんだ？ 
31. думали < думать 考えた 
32. построили < построить 建てた 
33. новый 新しい 
34. красивый きれいな 
35. дружно 仲良く 
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ロシア人の名前 男性編 
 
 人気度 名  前 愛 称 名前の意味 

１ ◎ Александр 
アリクサーンドル 

Саша 
サーシャ 

人の守護者 

２ ◎ Алексей 
アリクスィェーイ 

Алёша 
アリョーシャ 

守護者 

３ ◎ Анатолий 
アナトーリイ 

Толя 
トーリャ 

東にある者 

４ ◎ Андрей 
アンドリェーイ 

Андрюша 
アンドリューシャ 

勇敢な人 

５ △ Антон 
アントーン 

Антоша 
アントーシャ 

敵対者 

６ ◎ Борис 
バリース 

Боря 
ボーリャ 

栄光の闘士 

７ ○ Вадим 
ヴァヂーム 

Вадик 
ヴァーヂク 

議論好き 

８ ◎ Валерий 
ヴァリェーリイ 

Валерка 
ヴァリェールカ 

才能ある人 

９ ◎ Василий 
ヴァシーリイ 

Вася 
ヴァーシャ 

威厳のある人 

10 ◎ Виктор 
ヴィークタル 

Витя 
ヴィーチャ 

勝利者 

11 ○ Виталий 
ヴィターリイ 

Виталик 
ヴィターリク 

生命 

12 ◎ Владимир 
ヴラヂーミル 

Володя 
ヴァローヂャ 

世界の支配者 

13 △ Владислав 
ヴラヂスラーフ 

Слава 
スラーヴァ 

栄光の支配者 

14 ○ Вячеслав 
ヴィチスラーフ 

Слава 
スラーヴァ 

最も栄えある者 

15 ○ Геннадий 
ゲンナーヂイ 

Гена 
ギェーナ 

家柄の良い 

16 ◎ Григорий 
グリゴーリイ 

Гриша 
グリーシャ 

威勢のいい人 

17 ◎ Дмитрий 
ドミートリイ 

Дима 
ヂーマ 

デメテルの所有物 

18 ○ Евгений 
イヴギェーニイ 

Женя 
ジェーニャ 

気高い人 

19 ◎ Иван 
イヴァーン 

Ваня 
ヴァーニャ 

神の恩恵 

20 ◎ Игорь 
イーガリ 

Игорь 
イーガリ 

勇壮な人 

21 △ Кирилл 
キリール 

Кирилл 
キリール 

小さな君主 

22 ○ Константин 
カンスタンチーン 

Костя 
コースチャ 

不断の人 

23 △ Лев 
リェーフ 

Лёва 
リョーヴァ 

ライオン 
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 人気度 名  前 愛 称 名前の意味 

24 △ Максим 
マクスィーム 

Макс 
マークス 

偉大な人 

25 ◎ Михаил 
ミハイール 

Миша 
ミーシャ 

神に等しい人 

26 △ Никита 
ニキータ 

Ника 
ニーカ 

勝利者 

27 ◎ Николай 
ニカラーイ 

Коля 
コーリャ 

国民の勝利者 

28 ○ Олег 
アリェーク 

Олег 
アリェーク 

神聖な人 

29 ◎ Павел 
パーヴィル 

Паша 
パーシャ 

子供、小人 

30 ◎ Пётр 
ピョートル 

Петя 
ピェーチャ 

石、宝石 

31 △ Роман 
ラマーン 

Рома 
ローマ 

ローマ市民 

32 ◎ Сергей 
スィルギェーイ 

Серёжа 
スィリョージャ 

輝く人 

33 ◎ Фёдор 
フョーダル 

Федя 
フィェーヂャ 

神の恩恵 

34 ◎ Юрий 
ユーリイ 

Юра 
ユーラ 

農民 

 
ロシア人の名前 女性編 

 人気度 名  前 愛 称 名前の意味 

１ ○ Александра 
アリクサーンドラ 

Саша 
サーシャ 

人の守護者 

２ ○ Алла 
アーラ 

Ала 
アーラ 

天と雨の女神 

３ △ Анастасия 
アナスタスィーヤ 

Настя 
ナースチャ 

蘇らせること 

４ ◎ Анна 
アーンナ 

Аня 
アーニャ 

上品で可愛い 

５ ◎ Валентина 
ヴァリンチーナ 

Валя 
ヴァーリャ 

強くて健康 

６ ◎ Вера 
ヴィェーラ 

Вера 
ヴィェーラ 

信仰 

７ △ Виктория 
ヴィクトーリヤ 

Вика 
ヴィーカ 

勝利者 

８ ◎ Галина 
ガリーナ 

Галя 
ガーリャ 

静かな人 

９ ○ Евгения 
イフギェーニヤ 

Женя 
ジェーニャ 

貴族 

10 ○ Екатерина 
イカチェリーナ 

Катя 
カーチャ 

純粋で、無垢 

11 ◎ Елена 
イリェーナ 

Лена 
リェーナ 

明るく輝く 
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 人気度 名  前 愛 称 名前の意味 

12 △ Елизавета 
イリザヴェータ 

Лиза 
リーザ 

神の助け 

13 △ Жанна 
ジャーンナ 

Жанна 
ジャーンナ 

神の情け 

14 ○ Зинаида 
ズィナイーダ 

Зина 
ズィーナ 

ゼウス一族 

15 △ Зоя 
ゾーヤ 

Зоя 
ゾーヤ 

生命 

16 ◎ Ирина 
イリーナ 

Ира 
イーラ 

平和 

17 ○ Лариса 
ラリーサ 

Лара 
ラーラ 

カモメ 

18 ○ Лидия 
リーヂヤ 

Лида 
リーダ 

アジア人 

19 ○ Любовь 
リュボーフィ 

Люба 
リューバ 

愛情 

20 ◎ Людмила 
リュドミーラ 

Люда 
リューダ 

かわいらしい人 

21 △ Маргарита 
マルガリータ 

Рита 
リータ 

珠玉 

22 ◎ Марина 
マリーナ 

Марина 
マリーナ 

海 

23 ◎ Мария 
マリーヤ 

Маша 
マーシャ 

慈愛 

24 ○ Надежда 
ナヂェージダ 

Надя 
ナーヂャ 

希望 

25 ◎ Наталия 
ナターリヤ 

Наташа 
ナターシャ 

故郷 

26 ◎ Нина 
ニーナ 

Нина 
ニーナ 

女帝 

27 ◎ Ольга 
オーリガ 

Оля 
オーリャ 

聖人 

28 ○ Полина 
パリーナ 

Поля 
ポーリャ 

アポロンの 

29 ○ Раиса 
ライーサ 

Рая 
ラーヤ 

軽快な 

30 △ Роза 
ローザ 

Роза 
ローザ 

バラ 

31 ◎ Светлана 
スヴィトラーナ 

Света 
スヴェータ 

明るく清純 

32 △ Софья 
ソーフィヤ 

Соня 
ソーニャ 

聡明な人 

33 ◎ Тамара 
タマーラ 

Тома 
トーマ 

ヤシ 

34 ◎ Татьяна 
タチヤーナ 

Таня 
ターニャ 

建設者 

35 ○ Юлия 
ユーリヤ 

Юля 
ユーリャ 

７月 
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語形変化一覧表 

 

男性名詞 

  硬変化 軟変化 軟変化 

主 格 телевизор музей словарь 
生 格 телевизора музея словаря  
与 格 телевизору музею словарю  
対 格 телевизор музей словарь 
造 格 телевизором музеем словарём 

単 

 

数 

前置格 телевизоре музее словаре  
主 格 телевизоры музеи словари  複 

数 対 格 телевизоры музеи словари  
 

女性名詞 

  硬変化 軟変化 軟変化 

主 格 комната песня дверь 
生 格 комнаты песни двери 
与 格 комнате песне двери 
対 格 комнату песню дверь 
造 格 комнатой песней дверью 

単 

 

数 

前置格 комнате песне двери 
主 格 комнаты песни двери 複 

数 対 格 комнаты песни двери 
 

中性名詞 

  硬変化 軟変化 特殊変化 

主 格 место море имя 
生 格 места моря имени 
与 格 месту морю имени 
対 格 место море имя 
造 格 местом морем именем 

単 

 

数 

前置格 месте море имени 
主 格 места моря  имена  複 

数 対 格 места моря  имена  
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人称代名詞 

３人称  
 １人称 ２人称 

男性 女性 中性 

主 格 я ты он она оно 
生 格 меня тебя его её его 
与 格 мне тебе ему ей ему 
対 格 меня тебя его её его 
造 格 мной тобой им ей им 

単 

 

数 

前置格 мне тебе нём ней нём 
主 格 мы вы они 
生 格 нас вас их 
与 格 нам вам им 
対 格 нас вас их 
造 格 нами вами ими 

複 

 

数 

前置格 нас вас них 
 

所有代名詞 мой 
 男性形 女性形 中性形 複数形 

主 格 мой моя  моё мои 
生 格 моего  моей моего  моих 
与 格 моему моей моему моим 

мой мои 
対 格 

моего  
мою моё 

моих 
造 格 моим моей моим моими 
前置格 моём моей моём моих 

 

所有代名詞 ваш 
 男性形 女性形 中性形 複数形 

主 格 ваш ваша ваше ваши 
生 格 вашего вашей вашего ваших 
与 格 вашему вашей вашему вашим 

ваш ваши 
対 格 

вашего 
вашу ваше 

ваших 
造 格 вашим вашей вашим вашими 
前置格 вашем вашей вашем ваших 
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指示代名詞 

 男性形 女性形 中性形 複数形 

主 格 этот эта это эти 
生 格 этого этой этого этих 
与 格 этому этой этому этим 

этот эти 
対 格 

этого 
эту это 

этих 
造 格 этим этой этим этими 
前置格 этом этой этом этих 

 

形容詞 硬変化 

 男性形 女性形 中性形 複数形 

主 格 новый новая новое новые 
生 格 нового новой нового новых 
与 格 новому новой новому новым 

новый новые 
対 格 

нового 
новую  новое 

новых 
造 格 новым новой новымм новыми 
前置格 новом новой новом новых 

 

 

形容詞 軟変化 

 男性形 女性形 中性形 複数形 

主 格 синий синяя синее синие 
生 格 синего синей синего синих 
与 格 синему синей синему синим 

синий синие 
対 格 

синего 
синюю  синее 

синих 
造 格 синим синей синим синими 
前置格 синем синей синем синих 
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動 詞 第1変化型 

 不完了体動詞 完了体動詞 

不定形 читать прочитать 
я читаю 
ты читаешь 
он (она) читает 
мы читаем 
вы читаете 

現在形 

они читают 

––– 

男性 читал 男性 прочитал 
女性 читала 女性 прочитала 単 

数 

中性 читало 

単 

数 

中性 прочитало 
過去形 

複数 читали 複数 прочитали 
я буду читать я прочитаю 
ты будешь читать ты прочитаешь 
он (она) будет читать он (она) прочитает 
мы будем читать мы прочитаем 
вы будете читать вы прочитаете 

未来形 

они будут читать они прочитают 
читай прочитай 

命令形 
читайте прочитайте 
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動 詞 第２変化型 

 不完了体動詞 完了体動詞 

不定形 смотреть посмотреть 
я смотрю 
ты смотришь 
он (она) смотрит 
мы смотрим 
вы смотрите 

現在形 

они смотрят 

––– 

男性 смотрел 男性 посмотрел 
女性 смотрела 女性 посмотрела 単 

数 

中性 смотрело 

単 

数 

中性 посмотрелао 
過去形 

複数 смотрели 複数 посмотрели 
я буду смотреть я посмотрю 
ты будешь смотреть ты посмотришь 
он (она) будет смотреть он (она) посмотрит 
мы будем смотреть мы посмотрим 
вы будете смотреть вы посмотрите 

未来形 

они будут смотреть они посмотрят 
смотри посмотри 

命令形 
смотрите посмотрите 
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使用語いリスト   Словарь учебника 
 
 
［ А а ］ 
а ［ア］ ［２］［８］ ところで、一方で 
адрес ［アードリス］ ［16］ アドレス 
алло ［アロー］ ［14］ もしもし 
алфавит ［アルファヴィート］ ［２］ アルファベット 
американец ［アミリカーニツ］ ［８］ アメリカ人男性 
американка ［アミリカーンカ］ ［８］ アメリカ人女性 

аптека ［アプチェーカ］ ［２］ 薬局 
 
［ Б б ］ 
бабушка ［バーブシカ］ ［２］［12］ おばあさん 
банк ［バーンク］ ［９］ 銀行 
баскетбол ［バスキドボール］ ［26］ バスケットボール 
библиотека ［ビブリアチェーカ］ ［22］ 図書館 
больница ［バリニーツァ］ ［19］ 病院 
Большое спасибо! ［バリショーエ スパスィーバ］ ［29］ どうもありがとう 
большой /большая /большое /большие 
 ［バリショーイ/バリシャーヤ/バリショーエ/バリシーエ］ ［24］ 大きい 

брат ［ブラート］ ［12］ 兄（弟） 
быть ( был /была /было /были )  
 ［ブィーチ］［ブィール/ブィラー/ブィーラ/ブィーリ］ ［25］ ～である（～だった） 
быть (буду /будешь /будет /будем /будете /будут) 

［ブィーチ］［ブードゥ/ブーヂェシ/ブーヂェト/ブーヂェム/ブーヂェチェ/ブードゥト］ ［26］～である

（～でしょう） 
 
［ В в ］ 
ванная ［ヴァーンナヤ］ ［24］ 浴室 
вас ［ヴァース］ ［７］ あなたを（выの変化形） 
вас (у вас) ［ヴァース］ ［21］ （あなたには） 
ваш /ваша /ваше /ваши 
 ［ヴァーシ/ヴァーシャ/ヴァーシェ/ヴァーシィ］ ［17］ 君たちの、あなたの、あなたたちの 
вечер ［ヴィェーチル］ ［15］ 夕方、晩、夜 
вечер / вечером ［ヴィェーチル/ヴィェーチラム］ ［26］ 夕方、夜（夕方に、夜に） 
вещи ［ヴィェーシシ］ ［11］ 持ち物、品物 
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вкусно ［フクースナ］ ［20］ おいしい 
войти ［ヴァイチー］ ［10］ 入る 
вон ［ヴォーン］ ［９］ ほら（あそこに） 
восемь ［ヴォースィミ］ ［17］ ８ 
воскресенье ［ヴァスクリスィェーニエ］ ［25］ 日曜日 
вот ［ヴォート］ ［９］ ほら（そこに） 
врач ［ヴラーチ］ ［19］ 医師 
все ［フスィェー］ ［15］ 全員 
вторник ［フトールニク］ ［25］ 火曜日 
вчера ［フチラー］ ［25］ 昨日 
вы ［ヴィ］ ［４］ あなた、あなたたち 
выйти ［ヴイーイチィ］ ［10］ 出る 
 
［ Г г ］ 
газета ［ガズィェータ］ ［15］ 新聞 
где?  ［グジェー］ ［５］ どこで 

гитара ［ギターラ］ ［26］ ギター 
говорить ［ガヴァリーチ］ ［18］ 話す 
гора ［ガラー］ ［24］ 山 
город ［ゴーラト］ ［16］ 市、町 
господин ［ガスパヂーン］ ［７］ ～氏（成人男性） 
госпожа ［ガスパジャー］ ［７］ ～さん（成人女性） 
гулять ［グリャーチ］ ［15］ 散歩する、（子どもが）遊ぶ 
 
［ Д д ］ 
да ［ダー］ ［８］ はい、その通り 

давайте ...  ［ダヴァーイチェ］ ［22］ さあ、～しましょう 
Давно не виделись 
 ［ダヴノー ニェ ヴィーヂェリスィ］ ［22］ 長い間お会いしませんでしたね 
дай(те)  ［ダーイ（チェ）］ ［13］ ください 
два ［ドヴァー］ ［16］ ２ 
дверь ［ドヴィェーリ］ ［10］ ドア 
дедушка ［ヂェードゥシカ］ ［２］［12］ おじいさん 
делать ［ヂェーラチ］ ［14］ ～する 
девять ［ヂェーヴィチ］ ［17］ ９ 
день ［ヂェーニ］ ［25］ 一日 

 



 25 

день рождения (с днём рождения)  
 ［ヂェーニ ラジヂェーニヤ］［ズドニョーム ラジヂェーニヤ］ ［29］ 誕生日（誕生日おめでとう） 
десять ［ヂェーシチ］ ［17］ 10 
дёшево ［ヂョーシェヴァ］ ［28］ 安価だ 
диета / на диете ［ヂエータ］［ナ ヂエーチェ］ ［20］ ダイエット / ダイエット中 
дождь ［ドーシチ］ ［27］ 雨 
дом ［ドーム］ ［２］［３］ 家、アパート 
дома ［ドーマ］ ［21］ 家に 
домашнее задание ［ダマーシニエ ザダーニエ］ ［13］ 宿題 
домой ［ダモーイ］ ［22］ 家へ 
домохозяйка ［ダマハジャーイカ］ ［19］ 専業主婦 
дорого ［ドーラガ］ ［28］ 高価だ 
до свидания ［ダスヴィダーニヤ］ ［６］ さようなら 
доска ［ダスカー］ ［４］ 黒板 

драма ［ドラーマ］ ［15］ ドラマ 
друг / подруга ［ドルーク］［パドルーガ］ ［21］ 男友だち / 女友だち 
друг / друзья ［ドルーク］［ドルジヤー］ ［30］ 友人 / 友人たち 
дядя ［ヂャーヂャ］ ［12］ おじさん 
 
［ Е е ］ 
его ［イヴォー］ ［７］ 彼を（ он の変化形） 
его ［イヴォー］ ［19］ 彼の 
её ［イヨー］ ［７］ 彼女を（ онаの変化形） 
её ［イヨー］ ［17］ 彼女の、その 
есть ［イェースチ］ ［10］ 食べる 
есть ... ［イェースチ］ ［21］ ～がある 
ещё ［イシショー］ ［20］ 更に、もっと 
 
［ Ж ж ］ 
жарко ［ジャールカ］ ［27］ 暑い 
желать (желаю / желаем) ［ジェラーチ］［ジェラーユ/ジェラーイム］ ［29］ 祈る 
жить ［ジーチ］ ［16］ 住む 
журнал ［ジュルナール］ ［14］ 雑誌 
 
［ З з ］ 
забыл /забыла ［ザブィール/ザブィーラ］ ［13］ 忘れた 
завтра ［ザーフトラ］ ［26］ 明日 



 26 

закрыть ［ザクルィーチ］ ［10］ 閉じる 
занят /занята /заняты ［ザーニト/ザニター/ザーニトィ］ ［14］ 忙しい 
звонок ［ズヴァノーク］ ［12］ ベルの音 
здоровье (здоровья)  ［ズダローヴィエ］ ［29］ 健康 
здравствуй ［ズドラーストヴイ］ ［６］ おはよう、こんにちは、こんばんは 
здравствуйте ［ズドラーストヴイチェ］ ［６］ おはよう、こんにちは、こんばんは 
знаю / не знаю ［ズナーユ］［ニ ズナーユ］ ［11］ 知っている / 知らない 
зовут ［ザヴート］ ［７］ ～と呼ぶ（名前表現の常套句） 

 
［ И и ］ 
и ［イ］ ［２］［３］ そして、～と 
играть ［イグラーチ］ ［26］ ～をプレーする 
идти (я иду, ты идёшь, вы идёте)  
 ［イッチー］［ヤー イドゥー/トゥイ イヂョーシ/ヴィー イヂョーチェ］ ［22］ 行く、来る 
извините ［イズヴィニーチェ］ ［９］ ごめんなさい 
изучать ［イズチャーチ］ ［17］ 勉強する 
икра ［イクラー］ ［２］ イクラ 
или ［イーリ］ ［18］ それとも 
их ［イーフ］ ［７］ 彼(彼女)らを（ониの変化形） 
 
［ К к ］ 
как?  ［カーク］ ［７］ どのように 
как ... ! ［カーク］ ［15］ 何と～だろう！ 
как дела? ［カーグ ヂラー］ ［６］ 調子はどうですか 
какой? /какая /какое /какие 
 ［カコーイ/カカーヤ/カコーエ/カキーエ］ ［24］ どんな？ 
какой! /какая /какое /какие 
 ［カコーイ/カカーヤ/カコーエ/カキーエ］ ［28］ 何と～なんだろう！ 
календарь ［カリンダーリ］ ［28］ カレンダー 
карандаш ［カランダーシ］ ［３］ 鉛筆 

картина ［カルチーナ］ ［２］ 絵画 
кафе ［カフェー］ ［２］［22］ 軽食堂、喫茶店 
квартира ［クヴァルチーラ］ ［16］ （アパートの）一戸 
кино ［キノー］ ［２］ 映画 
киоск ［キオースク］ ［２］ キオスク 
китаец ［キターイツ］ ［８］ 中国人男性 

китаянка ［キタヤーンカ］ ［８］ 中国人女性 
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клуб ［クループ］ ［22］ クラブ室 
книга ［クニーガ］ ［５］ 本 
комикс ［コーミクス］ ［15］ 漫画 
комната ［コームナタ］ ［24］ 部屋 
компания ［カンパーニヤ］ ［19］ 会社 
компьютер ［カムピユーテル］ ［21］ コンピューター 
конечно ［カニェーシナ］ ［10］ もちろん 
кофе ［コーフェ］ ［23］ コーヒー 
кошка ［コーシカ］ ［12］  ネコ 
красивый / красивая / красивое / красивые 
 ［クラスィーヴイ/クラスィーヴァヤ/クラスィーヴァヤ/クラスィーヴィエ］ ［30］ 美しい 
кто?  ［クトー］ ［５］ 誰？何人

なにじん

？ 
куда? ［クダー］ ［22］ どこへ？ 
купить ［クピーチ］ ［28］ 買う 
курить ［クリーチ］ ［10］ 喫煙する 
кухня ［クーフニャ］ ［24］ 台所 
 
［ Л л ］ 
любить ［リュビーチ］ ［20］ 好む 
 
［ М м ］ 
магазин ［マガズィーン］ ［21］ 商店 
маленький ［マーリニキイ］ ［24］ 小さい 
мало ［マーラ］ ［23］ わずかな 
мама ［マーマ］ ［２］［３］ ママ 
марафон ［マラフォーン］ ［２］ マラソン 
матрёшка ［マトリョーシカ］ ［30］ マトリョーシカ人形 
машина ［マシーナ］ ［21］ 車 
меня   ［ミニャー］ ［７］ 私を（я の変化形） 
меня (у меня) ［ミニャー］ ［21］ （私には） 
метро ［ミトロー］ ［９］ 地下鉄 
минус ［ミーヌス］ ［27］ マイナス 
минута ［ミヌータ］ ［２］ １分間 
мне / нам пора! ［ムニェー/ナーム パラー］ ［30］ 私（私たち）はもう時間です 
много ［ムノーガ］ ［23］ 多くの 
мобильник ［マビーリニク］ ［17］ 携帯電話 
может быть ［モージェト ブィーチ］ ［26］ たぶん 
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можно ［モージナ］ ［10］ ～できる、～してもよい 
мой / моя / моё / мои ［モーイ］［マヤー/マヨー/マイー］ ［11］ 私の 
молодец ［マラジェーツ］ ［13］ よくやった！お見事です！ 
море ［モーリェ］ ［19］ 海 
мороженое ［マロージナエ］ ［23］ アイスクリーム 
Москва ［マスクヴァー］ ［16］ モスクワ市（ロシアの首都） 
музыка ［ムーズィカ］ ［14］ 音楽 
мы ［ムィ］ ［４］ 私たち、ぼくたち 

мэйл ［メーイル］ ［16］ メール 
мясо ［ミャーサ］ ［20］ 肉 
 
［ Н н ］ 
налево ［ナリェーヴァ］ ［24］ 左手には 
направо ［ナプラーヴァ］ ［24］ 右手には 
наш /наша /наше /наши ［ナーシ/ナーシャ/ナーシェ/ナーシィ］ ［17］ 私たちの 
не ［ニェ］または［ニ］ ［８］ ～ではない 

неделя ［ニヂェーリャ］ ［25］ 一週間 
не за что ［ニェーザシタ］ ［９］ どういたしまして 
некогда ［ニェーカグダ］ ［11］ 時間がない 

нельзя ［ニリズィャー］ ［10］ ～できない、～してはいけない 
немного ［ニムノーガ］ ［18］ 少し 
нет ［ニェート］ ［８］ いいえ、違います 

нет ...  ［ニェート］ ［21］ ～がない、～がいない 
новый /новая /новое /новые 
 ［ノーヴイ/ノーヴァヤ/ノーヴァエ/ノーヴィエ］ ［24］ 新しい 

ноль ［ノーリ］ ［16］ ０（ゼロ） 
номер (№)  ［ノーミル］ ［16］ 番号 
 
［ О о ］ 
один ［アヂーン］ ［16］ １ 

ой ［オイ］ ［13］ ああっ 
окно ［アクノー］ ［４］ 窓 
он ［オーン］ ［２］［４］ 彼、それ 
она ［アナー］ ［４］ 彼女、それ 
они ［アニー］ ［４］ 彼ら、彼女ら、それら 
остров ［オーストラフ］ ［16］ 島 
отдыхать ［アッドゥィハーチ］ ［14］ 休憩する、休息する 
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откройте ［アトクローイチェ］ ［13］ 開けてください、開いてください 
открыть ［アトクルィーチ］ ［10］ 開ける、開く 
официант ［アフィツィアーント］ ［23］ ウエイター 
Охотское море ［アホーツカヤ モーリェ］ ［19］ オホーツク海 
очень ［オーチニ］ ［６］ とても 
очки ［アチキー］ ［４］ メガネ 
 
［ П п ］ 
папа ［パーパ］ ［２］［３］ パパ 
паспорт ［パースパルト］ ［２］ パスポート 
пельмени ［ピリミェーニ］ ［23］ ペリメニ（水餃子に似たロシア料理） 
пенал ［ピナール］ ［11］ ペンケース 
петь ［ピェーチ］ ［26］ 歌う 
пирожки ［ピラシキー］ ［20］ ピロシキ 
письмо ［ピスィモー］ ［11］ 手紙 
пить ［ピーチ］ ［23］ 飲む 
пишите ［ピシーチェ］ ［13］ 書いてください 
пишу /пишем ［ピシュー］［ピーシェム］ ［１］［18］ 書く 
плохо ［プローハ］ ［６］ 調子が悪い 
плохой /плохая /плохое /плохие 
 ［プラホーイ/プラハーヤ/プラホーエ/プラヒーエ］ ［27］ 悪い 
плюс ［プリュース］ ［27］ プラス 
по-английски ［パアングリーイスキ］ ［18］ 英語で 
погода ［パゴーダ］ ［27］ 天気 
подарок ［パダーラク］ ［28］ プレゼント 
подожди(те)  ［パダジヂーチェ］ ［11］ 待って（ください） 
пожалуйста ［パジャールィスタ］ ［９］ 1) どうぞ 2) どういたしまして 

позвоните ［パズヴァニーチェ］ ［17］ 電話してください 
поздравлять (поздравляю / поздравляем)  
 ［パズドラヴリャーチ］［パズドラヴリャーユ/パズドラヴリャーイム］ ［29］ お祝いを言う 
пойдём ［パイヂョーム］ ［22］ 出かけよう 
пока ［パカー］ ［６］ じゃあね 
помогать ［パマガーチ］ ［30］ 助ける 
помощь ［ポーマシシ］ ［30］ 援助 
понедельник ［パニヂェーリニク］ ［25］ 月曜日 
по-русски ［パルースキ］ ［18］ ロシア語で 
почему ［パチムー］ ［17］ なぜ？ 
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почта ［ポーチタ］ ［９］ 郵便局 
по-японски ［パイポーンスキ］ ［18］ 日本語で 
праздник ［プラーズニク］ ［26］ 祝日、休日 
прекрасно ［プリクラースナ］ ［18］ すばらしい 
преподаватель ［プリパダヴァーチリ］ ［８］ 教員、講師 

привет ［プリヴィェート］ ［６］ やあ、じゃね 
приходите в гости ［プリハヂーチェ ヴゴースチ］ ［18］ 遊びに来てください 
приятно ［プリヤートナ］ ［７］ 心地よい、初めまして 

продавец ［プラダヴェーツ］ ［28］ 店員 
простите ［プラスチーチェ］ ［９］ すみません 
пятница ［ピャートニツァ］ ［25］ 金曜日 
пять ［ピャーチ］ ［16］ ５ 
 
［ Р р ］ 
работать ［ラボータチ］ ［19］ 働く 
радио ［ラーヂオ］ ［14］ ラジオ 
разговаривать ［ラズガヴァーリヴァチ］ ［15］ おしゃべりする 
район ［ラヨーン］ ［16］ 地区 
рис ［リース］ ［20］ コメ、ご飯 
Россия ［ラスィーヤ］ ［５］ ロシア 
рубль ［ルーブリ］ ［28］ １ルーブル 

2, 3, 4 рубля ［ルブリャー］ ［28］ ２（３，４）ルーブル 

5, 6, 7 рублей ［ルブリェーイ］ ［28］ ５（６，７）ルーブル 
русская ［ルースカヤ］ ［５］ ロシア人女性 
русский ［ルースキイ］ ［５］ ロシア人男性 
русский /русская /русское /русские 
 ［ルースキイ/ルースカヤ/ルースカエ/ルースキエ］ ［30］ ロシアの 
русский язык ［ルースキイ イズィーク］ ［17］ ロシア語 
ручка ［ルーチカ］ ［３］ ペン 
рыба ［ルィーバ］ ［19］ 魚 
рыбак ［ルィバーク］ ［19］ 漁師 
 
［ С с ］ 
салат ［サラート］ ［20］ サラダ 
сегодня ［スィヴォードニャ］ ［25］ 今日 
сейчас ［スィチャース］ ［14］ 今 
семь ［スィェーミ］ ［17］ ７ 
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семья ［スィミヤー］ ［12］ 家族 
сестра ［スィストラー］ ［12］ 姉（妹） 
скажите ［スカジーチェ］ ［９］ あの～（教えてください） 

сколько ［スコーリカ］ ［28］ いくら 
Сколько зим, сколько лет? 
 ［スコーリカ ジーム スコーリカ リェート］ ［22］ 久しぶりですね 

словарь ［スラヴァーリ］ ［29］ 辞書 
служащая ［スルージァシシャヤ］ ［19］ 女性従業員・会社員 
служащий ［スルージァシシイ］ ［19］ 男性従業員・会社員 
слушать ［スルーシャチ］ ［14］ 聞く 
смотреть ［スマトリェーチ］ ［15］ 見る 
снег ［スニェーク］ ［27］ 雪 
собака ［サバーカ］ ［12］ イヌ 
сок ［ソーク］ ［23］ ジュース 
спасибо ［スパスィーバ］ ［６］ ありがとう 
спать ［スパーチ］ ［25］ 寝る 
среда ［スリダー］ ［25］ 水曜日 
старый ［スタールイ］ ［24］ 古い 
стоить ［ストーイチ］ ［28］ 値段がする 
стоп ［ストープ］ ［２］ ストップ 
студент / студентка ［ストゥヂェーント］［ストゥヂェーントカ］ ［17］ 男子学生 / 女子学生 
суббота ［スボータ］ ［25］ 土曜日 
сувенир ［スヴィニール］ ［30］ おみやげ 
с удовольствием ［スダヴォーリストヴィェム］ ［18］ 喜んで 
сумка ［スームカ］ ［11］ バッグ 
суп ［スープ］ ［20］ スープ 
счастливого пути ［シシャスリーヴァヴァ プチー］ ［30］ 気をつけていってらっしゃい 
счастье (счастья)  ［シシャースチエ］ ［29］ 幸福 
 
［ Т т ］ 
там ［ターム］ ［２］［３］ あそこに 
твой / твоя / твоё / твои ［トヴォーイ］［トヴァヤー/トヴァヨー/トヴァイー］ ［11］ 君の 
текст ［チェークスト］ ［13］ テキスト 
телевизор ［チリヴィーザル］ ［15］ テレビ 
телефон ［チリフォーン］ ［11］［21］ 電話 
тепло ［チプロー］ ［27］ 暖かい 
тетрадь ［チトラーチ］ ［29］ ノート 
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тётя ［チョーチャ］ ［12］ おばさん 
тоже ［トージェ］ ［21］ ～もまた 
только ［トーリカ］ ［18］ たったの、～だけしか 
три ［トゥリー］ ［16］ ３ 
трудно ［トルードナ］ ［14］ 難しい 
туалет ［トゥアリェート］ ［24］ トイレ 
тут ［トゥート］ ［２］［３］ そこに 
ты ［トゥィ］ ［４］ 君、お前 
тысяча ［トゥィースィチャ］ ［28］ 1000 
 
［ У у ］ 
у ...  ［ウ］ ［21］ ～には 
ударение ［ウダリェーニエ］ ［２］ アクセント 
уже ［ウジェー］ ［30］ もう、すでに 
улица ［ウーリツァ］ ［16］ 通り、街 
урок ［ウローク］ ［２］ レッスン 
университет ［ウニヴィルスィチェート］ ［17］ 大学 
успехи (успехов)  ［ウスピェーヒ］ ［29］ 成功 
утро / утром ［ウートラ/ウートラム］ ［26］ 朝、午前（朝に、午前中に） 
учебник ［ウチェーブニク］ ［11］ 教科書 
учебник русского языка 
 ［ウチェーブニク ルースカヴァ イズィカー］ ［30］ ロシア語教科書 
учебник японского языка 
 ［ウチェーブニク イポーンスカヴァ イズィカー］ ［29］ 日本語教科書 

учиться (я учусь)  ［ウチーッツァ］［ヤー ウチューシ］ ［17］ 勉強する、学ぶ 
 
［ Ф ф ］ 
футбол ［フドボール］ ［２］ サッカー 
 
［ Х х ］ 
хлеб ［フリェープ］ ［20］ パン 
холодно ［ホーラドナ］ ［27］ 寒い 
хороший /хорошая /хорошее /хорошие 
 ［ハローシイ/ハローシャヤ/ハローシェエ/ハローシエ］ ［27］ よい 
хорошо ［ハラショー］ ［６］ 調子がよい・了解だ 
хотеть ［ハチェーチ］ ［23］ 欲しい 
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［ Ц ц ］ 
центр ［ツェーントル］ ［16］ 中心街 
цирк ［ツィールク］ ［９］ サーカス 
 
［ Ч ч ］ 
чай ［チャイ］ ［23］ 紅茶 
часы ［チスィー］ ［11］ 時計 
четверг ［チトヴィェールク］ ［25］ 木曜日 
четыре ［チトゥィーリ］ ［16］ ４ 
читайте ［チターイチェ］ ［13］ 読んでください 
читать ［チターチ］ ［14］ 読む 
что?  ［シトー］ ［５］ 何？何を？ 
 
［ Ш ш ］ 
шесть ［シェースチ］ ［17］ ６ 
школа ［シコーラ］ ［２］［３］ 学校 
школьник ［シコーリニク］ ［８］ 男子生徒 

школьница ［シコーリニッツァ］ ［８］ 女子生徒 

 
［ Э э ］ 
это ［エータ］ ［４］ これは、それは 
 
［ Я я ］ 
я ［ヤー］ ［２］［３］ 私、ぼく 
японец ［イポーニツ］ ［５］ 日本人男性 
Япония ［イポーニヤ］ ［５］ 日本 
японка ［イポーンカ］ ［５］ 日本人女性 
японский язык (японского языка) 
 ［イポーンスキイ イズィーク］［イポーンスカヴァ イズィカー］ ［29］ 日本語 
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