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セントレアボランティアロシアセントレアボランティアロシアセントレアボランティアロシアセントレアボランティアロシア 会会会会     

    

1.1.1.1.（（（（ 発発発発））））ОтправлениеОтправлениеОтправлениеОтправление        アトプラヴリェアトプラヴリェアトプラヴリェアトプラヴリェーーーーニエニエニエニエ    

отправлние：（ ） 発；発 ； ； 遣 

2.2.2.2.おはようおはようおはようおはよう！！！！    ДоброеДоброеДоброеДоброе утро!   утро!   утро!   утро!  ドドドドーーーーブラエブラエブラエブラエ    ウウウウーーーートラトラトラトラ    

добрый：（ ） い； な；すばらしい； しい 

доброе （ 単数対格） 

утро：（ ） ； （単数 格） 

3.3.3.3.こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！    ЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйтеЗдравствуйте!  !  !  !  ズドラズドラズドラズドラーーーーストヴィチェストヴィチェストヴィチェストヴィチェ    

здравствуйте：（間 ）こんにちは（ の ） 

4.4.4.4.ここここんばんはんばんはんばんはんばんは！！！！    ДобрыйДобрыйДобрыйДобрый вечер вечер вечер вечер!  !  !  !  DobryĭDobryĭDobryĭDobryĭ vecher! vecher! vecher! vecher!    

добрый：（ ） い； な；すばらしい； しい 

単単добрый：（ 男 格） 

会вечер：（男 ） ； ； [単単 格], 

5.5.5.5.どこへどこへどこへどこへ かれますかかれますかかれますかかれますか？？？？КудаКудаКудаКуда вы ид вы ид вы ид вы идёёёёте?  те?  те?  те?  ーーーークダクダクダクダ     ヴィヴィヴィヴィ    イジョチェイジョチェイジョチェイジョチェ    

куда：（ ） どこに 

вы：（代 ）君たち；あなた；あなた （ 格） 

歩 ・来 乗идти：（動 （ 動 ））（ある に） いて く る；（ り などが） む 

単идёте：（ 複 2 称） 

6.6.6.6. 発発発発にににに しますかしますかしますかしますか？？？？    КакоеКакоеКакоеКакое время вы время вы время вы время выуйдётеуйдётеуйдётеуйдёте?  ?  ?  ?  ーーーーカコカコカコカコ イエイエイエイエ    ーーーーブレブレブレブレ ミヤミヤミヤミヤ    ヴィヴィヴィヴィ    ウィウィウィウィ

ジョチェジョチェジョチェジョチェ????    

какой：（代 ）どのような；どの、どちらの； という～な 

単単単какое：（ 格） 

время：（ ） 単 単単間； 刻；期間；季 ；（ 複 で） 代（ 格） 

уйти：（動 （ ））去る 

単уйдёте：（ 複 2 称） 

7.7.7.7. 会会会会空空空空 はははは？？？？    АвиакомпанияАвиакомпанияАвиакомпанияАвиакомпания?  ?  ?  ?  ーーーーアビアカンパアビアカンパアビアカンパアビアカンパ ニヤニヤニヤニヤ????    

8.8.8.8. ーーーーＣＣＣＣカウンタカウンタカウンタカウンタ ですですですです。。。。ЯвляетсяЯвляетсяЯвляетсяЯвляется C  C  C  C кассакассакассакасса.... ヤブラリエッツアヤブラリエッツアヤブラリエッツアヤブラリエッツア    ーーーーシシシシ     カッツアカッツアカッツアカッツア    

являться：（動 （ ））（+具格） ～とわかる；(～で)ある 

касса： ー 売 単単（女 ）カウンタ 、レジ、 り ； 金（ 格） 

9.9.9.9. ーーーーカウンタカウンタカウンタカウンタ でででで してしてしてして さいさいさいさい。。。。ПожалуйстаПожалуйстаПожалуйстаПожалуйста, проверьте в, проверьте в, проверьте в, проверьте в    кассахкассахкассахкассах. . . .     

ーーーーパジャパジャパジャパジャ ルスタルスタルスタルスタ    プロバリィチェプロバリィチェプロバリィチェプロバリィチェʹ́́́フフフフ    カッサフカッサフカッサフカッサフ    

пожалуйста：（助詞） 丁寧な呼びかけ、お願い、賛同、感謝への返答 

проверить：（動 （ ））（+単格） 検する；チェックする； べてみる 

単проверите：（ 複 2 称） 

касса：（女 ） ー 売カウンタ 、レジ、 り ； 金（単単 格） 

単кассах：（複 格） 

10.10.10.10.こちらへどうぞこちらへどうぞこちらへどうぞこちらへどうぞ。。。。    ПойдемтеПойдемтеПойдемтеПойдемте. . . .     ーーーーパイジョパイジョパイジョパイジョ ムチェムチェムチェムチェ    

пойти:(動 )（ ） き める 

пойдите: ( 単令 複 2 称 ) 
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11.11.11.11.あなたはどこのあなたはどこのあなたはどこのあなたはどこの ですかですかですかですか？？？？    ГдеГдеГдеГде    вашивашивашиваши    откудаоткудаоткудаоткуда????    グジェグジェグジェグジェ    ヴァーシヴァーシヴァーシヴァーシ    アトクーダアトクーダアトクーダアトクーダ????    

ваш：君たちの(もの)；あなたの(もの)；あなた達の(もの) 

ваши：（複数主格） 

Откуда：（副詞） どこから；（関係詞として）そこから    

12.12.12.12.ありがとうありがとうありがとうありがとう。。。。    СпасибСпасибСпасибСпасибоооо.  .  .  .  スパシーバスパシーバスパシーバスパシーバ    

спасибо：（助詞）ありがとう；ありがたい 

13.13.13.13.どういたしましてどういたしましてどういたしましてどういたしまして。。。。ВсегдаВсегдаВсегдаВсегда пожалуйста.   пожалуйста.   пожалуйста.   пожалуйста.  フシグダーフシグダーフシグダーフシグダー    パジャパジャパジャパジャーーーールスタルスタルスタルスタ    

всегда：（副詞）常に；絶えず；いつも；いつでも 

14.14.14.14.ごごごご にににに！！！！    НасНасНасНас    безопаснобезопаснобезопаснобезопасно!!!!    ナスナスナスナス    ベザパスナベザパスナベザパスナベザパスナ    

мы：（代名詞） 我々 

нас：（前置詞格） 

безопасно：（副詞） 安全に    

15.15.15.15.さようならさようならさようならさようなら    ДДДДоооо свидания.   свидания.   свидания.   свидания.  ダダダダ    スヴィダーニヤスヴィダーニヤスヴィダーニヤスヴィダーニヤ    

до：（前置詞）（+属格） ～まで；～の前に；～するほど；約～；～に（対して） 

свидание：（中性名詞） 面会；対面；デート 

 

（（（（到到到到 ））））прибытиеприбытиеприбытиеприбытие        プリブィチェプリブィチェプリブィチェプリブィチェ    

прибытие：（中性名詞） 到着 

1.1.1.1.こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは    здравствуйздравствуйздравствуйздравствуй!  !  !  !  ズドラズドラズドラズドラーーーーストヴィストヴィストヴィストヴィ!!!!    

здравствуй：（間投詞）こんにちは；（驚きを表して）（なんてことだ） 

2222....どこへどこへどこへどこへ かれますかかれますかかれますかかれますか？？？？КудаКудаКудаКуда вы ид вы ид вы ид вы идёёёёте?  те?  те?  те?  クダクダクダクダーーーー    ヴィヴィヴィヴィ    イジョチェイジョチェイジョチェイジョチェ？？？？    

куда：（ ） どこに 

вы：（代 ）君たち；あなた；あなた （ 格） 

идти：（動 （ 動 ））（ある に）歩いて く・来る；（乗り などが） む 

идёте：（ 複数 2 称） 

    

3.3.3.3. 来来来来どこからどこからどこからどこから られましたかられましたかられましたかられましたか？？？？    ОткудаОткудаОткудаОткуда    вывывывы    приехалиприехалиприехалиприехали????        アトクーダアトクーダアトクーダアトクーダ    ヴィヴィヴィヴィ    プリプリプリプリイェハイェハイェハイェハリリリリィィィィ？？？？    

откуда：（副詞）どこから；（関係詞として）そこから 

приехать：（動詞（完了体）(乗り物で)来る；着く 

приехали：（過去複数） 

4.4.4.4. 国国国国あなたのあなたのあなたのあなたの はははは？？？？    Ваша национальность ? Ваша национальность ? Ваша национальность ? Ваша национальность ?     ヴワーシャヴワーシャヴワーシャヴワーシャ    ナツナツナツナツァァァァナナナナルルルルスススストトトト????        

ваш：君たちの(もの)；あなたの(もの)；あなた達の(もの) 

ваша：（女性単数主格） 

национальность：（女性名詞）民族；国籍 

5.5.5.5. 駅駅駅駅のののの はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか？？？？ГдеГдеГдеГде железнодорожная станция? железнодорожная станция? железнодорожная станция? железнодорожная станция?        

グジェグジェグジェグジェ    ジェリェズノードラジナヤジェリェズノードラジナヤジェリェズノードラジナヤジェリェズノードラジナヤ    スタンツェスタンツェスタンツェスタンツェ????    

железнодорожный：（形容詞） 鉄道の 

железнодорожная：（形容詞女性） 鉄道の 

станция：（女性名詞）駅；局 
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6.6.6.6. でででで 古古古古 へへへへ きたいきたいきたいきたい。。。。ЯЯЯЯ хочу поехать в Нагое на поезде. хочу поехать в Нагое на поезде. хочу поехать в Нагое на поезде. хочу поехать в Нагое на поезде.    

ヤーヤーヤーヤー    ハチューハチューハチューハチュー    パイエハチィパイエハチィパイエハチィパイエハチィ    フフフフ    ナーゴエナーゴエナーゴエナーゴエ    ナナナナ    ポーイェスジェポーイェスジェポーイェスジェポーイェスジェ    

хотеть：（動詞（不完了体））（+対格）欲する 

хочу：（現在単数１人称） 

поехать：（動詞（完了体））（乗り物に乗って）出かける ;（乗り物等が）進む 

Нагоя：Нагое（なごやへ対格）
 

поезд：（男性名詞）1.列車 2.（荷車等が連なっている）行列 

поезде：（単数前置詞格） 

 

7.7.7.7. 国国国国国国国国はははは へへへへ乗継乗継乗継乗継したいしたいしたいしたい。。。。ЯЯЯЯ хочу передать внутренние рейсы. хочу передать внутренние рейсы. хочу передать внутренние рейсы. хочу передать внутренние рейсы.    

ヤーヤーヤーヤー    ハチューハチューハチューハチュー    ペリェダーチペリェダーチペリェダーチペリェダーチ    ヴノーペレニエヴノーペレニエヴノーペレニエヴノーペレニエ    レイシレイシレイシレイシ    

передать：動詞（完了体）（+対格）渡す;伝える 

внутренний：（形容詞）内部の；国内の 

внутренние：（形容詞男性） 

рейс：（男性名詞）（飛行機・船・バス等の）路線 

рейсы：（複数男性名詞） 

8.8.8.8.ATMATMATMATM はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか？？？？ГдеГдеГдеГде банкомат? банкомат? банкомат? банкомат?    グジェグジェグジェグジェ    バンカマートバンカマートバンカマートバンカマート？？？？    

банкомат：（男 ）ＡＴＭ 

9.9.9.9. 両両両両 はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか？？？？ГдеГдеГдеГде деньги обмен? деньги обмен? деньги обмен? деньги обмен?    グジェグジェグジェグジェ    ジジジジェェェェンギーンギーンギーンギー    アブメェンアブメェンアブメェンアブメェン????    

деньги：（複数専用名詞）金銭；資産；財産 

обмен：（男性名詞）交換 

10.10.10.10.トイレトイレトイレトイレはどこですかはどこですかはどこですかはどこですか？？？？    ГдеГдеГдеГде туалет? туалет? туалет? туалет?        グジェグジェグジェグジェ    トァレットァレットァレットァレットトトト????    

туалет：（男性名詞）トイレ；衣装 

11.11.11.11.喫喫喫喫 はどこですかはどこですかはどこですかはどこですか？？？？    ГдеГдеГдеГде место для курения? место для курения? место для курения? место для курения?            

グジェグジェグジェグジェ    ミエスタミエスタミエスタミエスタ    ディリャディリャディリャディリャ    クレニィーヤクレニィーヤクレニィーヤクレニィーヤ？？？？    

место：（中性名詞）場所；土地；席；役職；部分 

для：（前置詞）（+属格）～のために；～の目的で；～にとっては；～にしては 

курение [中性名詞] 喫煙 

курения：[中性名詞] 喫煙（生格） 

12.12.12.12. かがかがかがかが来来来来るのるのるのるの？？？？КтоКтоКтоКто----то идто идто идто идёт?т?т?т?    クトークトークトークトー    トゥートゥートゥートゥー    イジョートイジョートイジョートイジョート？？？？    

тот：（代 ）あの；その；その ・  

то：（中性単数主格） 

идти：（動詞（定動詞））（ある方向に）歩いて行く・来る；（乗り物などが）進む 

идёт：（現在単数 3 人称） 

13.13.13.13. 帯帯帯帯 をををを っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？    УУУУ вас есть мобильный телефон? вас есть мобильный телефон? вас есть мобильный телефон? вас есть мобильный телефон?    

ウウウウ    ヴァスヴァスヴァスヴァス    イエスチイエスチイエスチイエスチ    モビリニモビリニモビリニモビリニ    チリホーンチリホーンチリホーンチリホーン？？？？    

у：（ ）（+属格） ～の近くで ;.「 ・ 属」を す 

есть：存在する；（ものが）ある；（人が）いる（反意語：ない；いないはнет） 

мобильный：（形容詞）移動性の；移動しやすい 

телефон：（男性名詞） 電話（機）；電話番号 
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14.14.14.14. //// 号号号号女女女女のののの はははは？？？？    ЕгоЕгоЕгоЕго/Её номер телефона?/Её номер телефона?/Её номер телефона?/Её номер телефона?            

イゴーイゴーイゴーイゴー／／／／イヨーイヨーイヨーイヨー    ノーメルノーメルノーメルノーメル    チリホーナチリホーナチリホーナチリホーナ？？？？    

его：（代名詞） 彼の её：（代名詞）彼女の 

номер：（男性名詞）番号、ナンバー；部屋 

телефон：（男性名詞）電話（機）телефона：（単数属格） 

15.15.15.15.１００１００１００１００ 硬硬硬硬 をををを っていますかっていますかっていますかっていますか？？？？    УУУУ вас есть 100 иен вас есть 100 иен вас есть 100 иен вас есть 100 иенаааа монету?  монету?  монету?  монету?     

ウウウウ    ヴァスヴァスヴァスヴァス    イエスチイエスチイエスチイエスチ    ストーストーストーストー    イエナイエナイエナイエナ    マニエトゥーマニエトゥーマニエトゥーマニエトゥー????    

сто：（数詞）１００；非常な多数иена：（女性名詞） 円（日本の通貨の）монет

а：（女性名詞） 貨幣；お金 

16.16.16.16. 国国国国はははは ボランティアボランティアボランティアボランティアですですですです。。。。ЯЯЯЯ    волонтволонтволонтволонтёёёёрррр    гидгидгидгид....    ヤーヤーヤーヤー    ボランチョールボランチョールボランチョールボランチョール    ギットギットギットギット....    

волонтёр：（男性名詞）ボランティア 

гид：（男性名詞） ガイド；観光案内書 

 

（（（（2014/11/092014/11/092014/11/092014/11/09））））注釈注釈注釈注釈：：：：明壁浩信明壁浩信明壁浩信明壁浩信    

 

 


