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文字と発音編

＜＜＜＜１１１１＞＞＞＞　ロシア語のアルファベット

ア ［a］

ブ ［b］

ヴ ［v］

グ ［g］

ド ［d］

イェ ［je］

ヨ ［jo］

ジ ［ ］

ズ ［z］

イ ［i］

ィ ［j］

ク ［k］

ル ［l］

ム ［m］

ン ［n］

オ ［o］

ア

ベ

ヴェ

ゲ

デ

イェ

ヨ

ジェ

ゼ

イ

イ・クラトカェ

カ

エル

エム

エン

オ

　　　� à

� á

� â

� ã

� ä

� å

Ý Þ

� æ

� ç

� è

� é

� ê

� ë

� ì

� í

� î

発　　　音名　　　称大文字　小文字
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プ ［p］

ル ［r］

ス ［s］

ト ［t］

ウ ［u］

フ ［f］

フ ［x］

ツ ［ts］

チ ［ t '］

シ ［ ］

シシ ［ ' '］

－

ウィ ［y］

－ ［'］

エ ［e］

ユ ［ju］

ヤ ［ja］

ペ

エル

エス

テ

ウ

エフ

ハ

ツェ

チェ

シャ

シシャ

硬音符

ウィ

軟音符

エ

ユ

ヤ

� ï

� ð

� ñ

� ò

� ó

� ô

� õ

� ö

� ÷

� ø

� ù

� ú

� û

� ü

� ý

� þ

� ß

発　　　音名　　　称大文字　小文字

アルファベット一覧表から分かること

１）ロシア文字は全部で３３文字である。

２）文字と発音が英語とほぼ一致するものが à, ê, ì, î, ò の５文字に見られる。

３）á, ã, ä, æ, é, ë, ï, ô, ö, ÷, ø, ù, ú, û, ü, ý, þ, ß の英語にはない文字があ

る。しかし発音はかなり近い。

４）â, å, í, ð, ñ, ó, õ は英語と同じ文字なのに，読み方が違うので注意を要する。
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＜２＞　母音の発音。母音とは日本語の「アイウエオ」の５つの音に相当する。ロシア

語には10種類ある。それはおおよそ日本語のア行とヤ行に相当する。

1. à ［ア］ 2. û ［ウィ］ 3. ó ［ウ］ 4. ý ［エ］  5. î ［オ］

6. ß ［ヤ］ 7. è ［イ］ 8. þ ［ユ］ 9. å ［イェ］ 10. Þ ［ヨ］

練習。それでは下線を引いた母音に注目しながら実例を発音してみよう。

1. ìà±ìà ［マーマ］ お母さん  6. ß ［ヤー］ 私は

2. ìû ［ムィ］ 私たちは  7. è ±ìß ［イーミャ］ 名前

3. �ìó ±ð ［アムール］ アムール川  8. þã ［ユーク］ 南の方角

4. ý ±òà ［エタ］ これの  9. åñòü ［イェスチ］ 存在する

5. êî ±øêà ［コーシカ］ ネコ 10.  Þëêà ［ヨールカ］ もみの木

＜３＞　子音

バーザ

�, á 英語の[b]の音。[p]とペア。 áàçà ベース

ヴィ

�, â 英語の[ｖ]の音。[f]とペア。 âû あなたは

ガゼータ

�, ã 英語の[g]の音。[k]とペア。 ãàçåòà 新聞

ダー

�, ä 英語の[d]の音。[t]とペア。 äà はい

ジェナー

�, æ 舌を後ろに引き、少し立ててジと発音する。 æåíà 妻

ザール

�, ç 英語の[z]の音。[s]とペア。 çàë ホール

モィ

�, é 短いイ。 ìîé 私の

カーサ

�, ê 英語の[k]の音。[g]とペア。 êàññà レジ

リュージ

�, ë 舌の先を上歯の裏につけてルという。 ëþäè 人々

ムーシ

�, ì 英語の[m]の音。 ìóæ 夫

□　3　□



ノーメル

�, í 英語の[n]の音。 íîìåð 番号

パールク

�, ï 英語の[p]の音。[b]とペア。 ïàðê 公園

ルースキィ

�, ð 舌の先を震わせるラ行の音。 ðóññêèé ロシア人

スィン

�, ñ 英語の[s]の音。[z]とペア。 ñûí 息子

タム

�, ò 英語の[t]の音。[ｄ]とペア。 òàì あそこに

ファミーリヤ

�, ô 英語の[ｆ]の音。[ｖ]とペア。 ôàìèëèß 名字

ハラショー

�, õ 喉の奥で強くハ行をいう。 õîðîøî すばらしい

ツェーントル

�, ö ツに使う音。 öåíòð 中心

チャーィ

�, ÷ チに使う音。 ÷àé 紅茶

シャープカ

�, ø æ の方法でシャという。 øàïêà 帽子

シシー

�, ù [ø]の軟らかい発音である。 ùè 野菜スープ

＜４＞　単語とアクセント

（１）　アクセント

①　単語は原則としてアクセントを持つ。

②　アクセントは必ず母音の上にある。

③　アクセントのある母音は強く、はっきりと発音される。

（２）　つづりと発音

文字と発音の乖離が少ないロシア語ではあるが、次のような場合はつづりの通りに読ま

ない。

①　アクセントのない î は à として発音される。

アクノー ガラヴァー マラコー

îêíî  窓 ãîëîâà  頭 ìîëîêî  ミルク
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②　ロシア語では単語末の子音が濁らない。語末の有声子音は、対応の無声子音として

発音される。

アビェート フリェープ ドゥルーク

îáåä  食事 õëåá  パン äðóã  友人

ç
↓↑

ñ

æ
↓↑

ø

ä
↓↑

ò

ã
↓↑

ê

â
↓↑

ô

á
↓↑

ï

有声音
↓↑
無声音

④　これらの有声子音は、無声子音の前でも、同じように対応の無声子音として発音さ

れる。
フチェラー ザーフトラ ヴォートカ

â÷åðà  昨日 çàâòðà  明日 âîäêà  ウォッカ

⑤　逆に、無声子音は â を除く有声子音の前で、対応の有声子音として発音される。

ズダーチャ ヴァグザール

ñäà÷à  　おつり âîêçàë  　ターミナル駅
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あいさつ

ズドラーストヴィチェ

�äðàâñòâóéòå! おはよう。こんにちは。こんばんは。

ドーブラャ ウートラ

�îáðîå óòðî! おはよう。

ドーブルィ  ジェーニ

�îáðûé äåíü! こんにちは。

ドーブルィ  ヴェーチル

�îáðûé âå÷åð! こんばんは。

プリヴェート

�ðèâåò! やあ。

あいさつに続くことば

カーク ヴィ ジビョーチェ

�àê âû æèâÞòå? いかがお過ごしですか。

カーク ジラー

�àê äåëà? 仕事はどうですか。

カーク ヴァーシャ ズダローヴィヤ

�àê âàøå çäîðîâüå? 体の具合はいかがですか。

返答の表現

スパシーバ       ハラショー

�ïàñèáî, õîðîøî. ありがとう，順調です。

スパシーバ       フショ ハラショー

�ïàñèáî, âñÞ õîðîøî. ありがとう，万事順調です。
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スパシーバ       フショ ナルマーリナ

�ïàñèáî, âñÞ íîðìàëüíî. ありがとう，万事順調です。

スパシーバ       ニチヴォー

�ïàñèáî, íè÷åãî. ありがとう，まあまあです。

プローハ

�ëîõî. 最悪ですよ。

別れのあいさつ

ダスヴィダーニヤ

�î ñâèäàíèß! さようなら。

フシヴォー ハローシヴァ

�ñåãî õîðîøåãî! ごきげんよう。

ダフストリェーチ

�î âñòðå÷è! また会いましょう。

ダザーフトラ

�î çàâòðà! 明日また。

ダヴェーチラ

�î âå÷åðà! 夕方にまた。

パカー

�îêà! じゃあね。

あいさつのことばを使った応用例

1.
ズドラーストヴィチェ イヴァン イヴァーヌィチ

Ð �äðàâñòâóéòå, �âàí �âàíîâè÷! こんにちは，イワン・イワノビッチ。

カーク ヴァーシ ジラー

Ð �àê âàøè äåëà? 調子はいかがですか。

スパシーバ  フショー ハラショー  ア ウヴァス

Ð �ïàñèáî, âñÞ õîðîøî.  � ó âàñ?  すべて好調ですよ。あなたは。

フショー ナルマーリナ

Ð �ñÞ íîðìàëüíî. すべて順調ですね。

   ...  ...
フシヴォー ハローシヴァ

Ð �ñåãî õîðîøåãî. では，ごきげんよう。
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ダスヴィダーニヤ

Ð �î ñâèäàíèß. さようなら。

2.
ドーブラャ ウートラ  マリーヤ イヴァーンナ

Ð �îáðîå óòðî, �àðèß �âàíîâíà! おはようございます。

ズドラーストヴィチェ ヴァロージャ

Ð �äðàâñòâóéòå, �îëîäß! おはよう，ワロージャ。

カーク ヴァシャ ズダローヴィヤ

Ð �àê âàøå çäîðîâüå? お体の具合はいかがですか。

スパシーバ   ニチヴォー

Ð �ïàñèáî, íè÷åãî. ありがとう。おかげさまで。

ムィ ジジョーム ヴァス ヴェーチラム

Ð �û æäÞì âàñ âå÷åðîì. 夕方うちでお待ちしておりますよ。

ハラショー  ダヴェーチラ

Ð �îðîøî. �î âå÷åðà. わかってるわ。では夕方に。

ダヴェーチラ

Ð �î âå÷åðà. ゆうがた，また。

3.
サーシャ プリヴェート

Ð �àøà, ïðèâåò! よお，サーシャ。

プリヴェート

Ð �ðèâåò! やあ。

カーク ジラー

Ð �àê äåëà? 調子はどうだい。

ニチヴォー ア ウチビャー

Ð �è÷åãî,  à ó òåáß? まあまあだな。で，おまえは。

フショー フパリャートキェ

Ð �ñÞ â ïîðßäêå. 万事順調ってとこさ。
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ヌー パカー

Ð �ó, ïîêà! じゃあな。

パカー

Ð �îêà! それじゃ。

紹介のことば

カーク ヴァス ザヴート

�àê âàñ çîâóò? あなたの名前は，何といいますか。

ミニャー ザヴート ヴィークタル

�åíß çîâóò �èêòîð. わたしの名前は，ビクトルです。

カーク ヴァーシャ ファミーリヤ

�àê âàøà ôàìèëèß? あなたの名字は，何といいますか。

マヤ  ファミーリヤ   スミルノーフ

�îß ôàìèëèß Ð �ìèðíîâ. わたしの名字は，スミルノフです。

パズナコーミチェシ

�îçíàêîìüòåñü. 紹介します。

エタ  ヴィークタル スミルノーフ

�òî �èêòîð �ìèðíîâ. こちらビクトル・スミルノフです。

それに続くことば

オーチニ  プリヤートナ

�÷åíü ïðèßòíî. はじめまして。

ヤ ラート スヴァミ  パズナコーミッツァ

� ðàä ñ âàìè ïîçíàêîìèòüñß. あなたとお近づきになれて光栄です。

紹介の場面を想定した応用例

1.
カーク ヴァス ザヴート

Ð �àê âàñ çîâóò? あなたの名前はなんといいますか。

ミニャー ザヴート ヴァロージャ

Ð �åíß çîâóò �îëîäß. わたしの名前はヴァロージャです。

カーク ヴァーシャ ファミーリヤ

Ð �àê âàøà ôàìèëèß? あなたの名字はなんといいますか。
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マヤ  ファミーリヤ  ピトローフ

Ð �îß ôàìèëèß �åòðîâ. わたしの名字は，ペトロフです。

2.
ダヴァィチェ パズナコーミムシャ

Ð �àâàéòå ïîçíàêîìèìñß. お近づきになりましょう。

ミニャー ザヴート セリョージャ

�åíß çîâóò �åðÞæà. わたしの名前はセリョージャです。

オーチニ プリヤートナ

Ð �÷åíü ïðèßòíî. どうぞよろしく。

3.
パズナコーミチェシ    パジャールスタ

Ð �îçíàêîìèòåñü, ïîæàëóéñòà. 紹介いたします。

エタ  マヤー ジナー

�òî ìîß æåíà. こちらがわたしの妻です。

ミニャー ザヴート カーチャ

Ð �åíß çîâóò �àòß. 私はカーチャといいます。

アリェーク ピトローフ  オーチニ プリヤートナ

Ð �ëåã �åòðîâ. �÷åíü ïðèßòíî. オレーグ・ペトロフです。よろしく。

ヤ ラーダ スヴァミ  パズナコーミッツァ

Ð � ðàäà ñ âàìè ïîçíàêîìèòüñß. あなたとお近づきになれて光栄です。

感謝のことば

スパシーバ

�ïàñèáî. ありがとう。

バリショーェ スパシーバ

�îëüøîå ñïàñèáî. どうもありがとう。
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ブラガダリュー  ヴァス

�ëàãîäàðþ âàñ. 感謝しています。

ヤ オーチニ ヴァム ブラガダーリン

� î÷åíü âàì áëàãîäàðåí. ぼくはとても感謝しています。

感謝のことばに対する返事

パジャールスタ

�îæàëóéñòà. どういたしまして。

ニェー ザシト

�å çà ÷òî. お礼にはおよびません。

ニストーイト

�å ñòîèò. お礼にはおよびません。

ヌー シトー ヴィ

�ó ÷òî âû! まあ，いいじゃないですか。

感謝のことばを使う応用例
1.

プリミーチェ モィ  パダーラク

Ð �ðèìèòå ìîé ïîäàðîê. 私の贈り物をお受け取りください。

バリショーェ スパシーバ

Ð �îëüøîå ñïàñèáî. どうもありがとう。

パジャールスタ

Ð �îæàëóéñòà. どういたしまして。

2.
ヴォト ビリェートィ  フチアートル

Ð �îò áèëåòû â òåàòð. ほら劇場のチケットだよ。

ブラガダリュー ヴァス

Ð �ëàãîäàðþ âàñ. 感謝してます。
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ニストーイト

Ð �å ñòîèò. お礼には及びませんよ。

3.
バリショーェ スパシーバ

Ð �îëüøîå ñïàñèáî. どうもありがとうございました。

ヌー シトー ヴィ  ニェー ザシト

Ð �ó ÷òî âû! �å çà ÷òî. まあ水臭い。たいしたことないですよ

謝罪のことば

イズヴィニーチェ

�çâèíèòå. ごめんなさい。

プラスチーチェ

�ðîñòèòå. ごめんなさい。

イズヴィニーチェ  パジャールスタ

�çâèíèòå, ïîæàëóéñòà. 許してくださいね。

プラスチーチェ  パジャールスタ

�ðîñòèòå, ïîæàëóéñòà. 　　　〃

謝罪のことばに対する返答

パジャールスタ

�îæàëóéñòà. いいですよ。

ニチヴォー

�è÷åãî. だいじょうぶです。

ヌー シトー ヴィ

�ó ÷òî âû! まあ，いいじゃないですか。

謝罪のことばを使う応用例

1.
イズヴィニーチェ  パジャールスタ

Ð �çâèíèòå, ïîæàëóéñòà. ごめんなさいね。

パジャールスタ

Ð �îæàëóéñòà. いいですよ。
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2.
イズヴィニーチェ

Ð �çâèíèòå. ごめんなさい。

ニチヴォー

Ð �è÷åãî. なんでもありません。

3.
プラスチーチェ  パジャールスタ

Ð �ðîñòèòå, ïîæàëóéñòà. すみません。

パジャールスタ    ヤ ヴァス スルーシャユ

Ð �îæàëóéñòà. � âàñ ñëóøàþ. どうぞ。なにかご用ですか。

4.
イズヴィニーチェ ミニャー

Ð �çâèíèòå ìåíß. ごめんなさい。

ヤ ニムノーガ   アパズダール

� íåìíîãî îïîçäàë. 少し遅刻しました。

ヌー シトーヴィ     ニチヴォー

Ð �ó ÷òî âû! �è÷åãî. まあそんなこと。気にしないで。

5.
イズヴィニーチェ パジャールスタ

Ð �çâèíèòå, ïîæàëóéñòà. 許してください。

ヤ  ボーリシェ   ニ ブードゥ

� áîëüøå íå áóäó. もうしませんから。

ヌー  シトーシ      ハラショー

Ð �ó ÷òî æ. �îðîøî. しかたがないか。もういいよ。
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相手の注意をひきつける表現

プラスチーチェ   パジャールスタ

�ðîñòèòå, ïîæàëóéñòà. すみません。

イズヴィニーチェ  パジャールスタ

�çâèíèòå, ïîæàëóéñòà. 　　〃

スカジーチェ     パジャールスタ

�êàæèòå, ïîæàëóéñòà. 　　〃

ブッチェ     ダブルィ

�óäüòå äîáðû. 　　〃

注意を引きつけることばを含む応用例

1.
プラスチーチェ  パジャールスタ

Ð �ðîñòèòå, ïîæàëóéñòà. すみません。
エタ  ウーリッツァ  トヴェルスカーヤ

�òî óëèöà �âåðñêàß? これはトベーリ通りですか。
ダー  エタ  ウーリッツァ  トヴェルスカーヤ

Ð �à, ýòî óëèöà �âåðñêàß. はい。ここはトベーリ通りですよ。
スパシーバ

Ð �ïàñèáî. ありがとう

2.
スカジーチェ  パジャールスタ

Ð �êàæèòå, ïîæàëóéñòà. すみません。

グジェ マガジーン  ミロージヤ

�äå ìàãàçèí "�åëîäèß"? 『メロディ』店はどこでしょうか。

ズジェーシ  リャーダム

Ð �äåñü, ðßäîì. ここです。となりですよ。

スパシーバ

Ð �ïàñèáî. ありがとう。
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3.
イズヴィニーチェ  パジャールスタ

Ð �çâèíèòå, ïîæàëóéñòà. すみません。

エタ グーム

�òî ���? これはグムですか。

ニェート  エタ ツーム

Ð �åò, ýòî ���. いいえ。これはツムです。

4.
ブッチェ ダブルィ

Ð �óäüòå äîáðû! ちょっとすみません。

パマギーチェ ムニェ  パジャールスタ

 �îìîãèòå ìíå, ïîæàëóéñòà. 私に手を貸してください。

パジャールスタ

Ð �îæàëóéñòà. いいですよ。

スパシーバ

Ð �ïàñèáî. ありがとう。

ニ ストーイト

Ð �å ñòîèò. どういたしまして。

5.
ブッチェ ダブルィ

Ð �óäüòå äîáðû. あの～。

ダィチェ ムニェ エートゥ クニーグ

�àéòå ìíå ýòó êíèãó. 私にこの本を貸してください。

パジャールスタ

Ð �îæàëóéñòà. どうぞ。
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ものの所在をたずねる

グジェ チリフォーン

�äå òåëåôîí? 電話は、どこですか。

グジェ スプラーヴァチナヤ ビュロー

�äå ñïðàâî÷íîå áþðî? 案内所は、どこですか。

グジェ ズジェシ ポーチタ

�äå çäåñü ïî÷òà? この辺のどこに郵便局がありますか。

それに対する回答例

ヴォト オン

�îò îí. ほら、そこです。

ナヴェルフー

�àâåðõó. 上の方です。

ヴニズー

�íèçó. 下の方です。

ナ ピェールヴァム エタジェー

�à ïåðâîì ýòàæå. １階です。

イジーチェ プリャーマ

�äèòå ïðßìî. まっすぐ行ってください。

イジーチェ ナプラーヴァ
�äèòå íàïðàâî. 右に行ってください。

イジーチェ ナリェーヴァ

�äèòå íàëåâî. 左に行ってください。

イジョームチェ ヤ ヴァム パカジュー

�äÞìòå, ß âàì ïîêàæó. 参りましょう。ご案内します。

イズヴィニーチェ ヤ ニ ズナーユ

�çâèíèòå, ß íå çíàþ. 申し訳ありません。私も知りません。
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所在をたずねる表現を含む応用例

1.
スカジーチェ パジャールスタ

Ð �êàæèòå, ïîæàëóéñòà. ちょっとおたずねします。

グジェ ズジェシ カフェー

�äå çäåñü êàôå? この辺のどこに食堂がありますか。

ナ ピェールヴァム エタジェー

Ð �à ïåðâîì ýòàæå. １階ですよ。

バリショーェ スパシーバ

Ð �îëüøîå ñïàñèáî. どうもありがとう。

2.
プラスチーチェ ヴィ ニ スカージェチェ

Ð �ðîñòèòå, âû íå ñêàæåòå, すみませんが、教えてほしいのです、

グジェ ズジェシ スプラーヴァチナヤ ビュロー

ãäå çäåñü ñïðàâî÷íîå áþðî? この辺のどこに案内所がありますか。

スプラーヴァチナヤ ビュロー

Ð �ïðàâî÷íîå áþðî? 案内所ですか。

イジーチェ プリャーマ パトム ナプラーヴァア

�äèòå ïðßìî, ïîòîì íàïðàâî. まっすぐ行って、それから右です。

エタ ダリェコー

Ð �òî äàëåêî? そこは遠いのですか。

ニェート イジョームチェ ヤ ヴァム パカジュー

Ð �åò. �äÞìòå, ß âàì ïîêàæó. いいえ。参りましょう、案内します。

3.
スカジーチェ パジャールスタ

Ð �êàæèòå, ïîæàëóéñòà, 教えていただきたいのですが、

グジェ ズジェシ チリフォーン

ãäå çäåñü òåëåôîí? この辺のどこに電話があるのですか。

イズヴィニーチェ ヤ ニ ズナーユ

Ð �çâèíèòå, ß íå çíàþ. すみません、私にもわかりません。
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ロシア語がわかりますか

ヴィ ズナーェチェ ルースキィ イズィク

�û çíàåòå ðóññêèé ßçûê? あなたはロシア語を知っていますか。

ヴィ ガヴァリーチェ パルースキィ

�û ãîâîðèòå ïî-ðóññêè? あなたは、ロシア語を話せますか。

ヤ ズナーユ ルースキィ イズィク

� çíàþ ðóññêèé ßçûê. 私は、ロシア語を知っています。

ヤ ガヴァリュー パルースキィ

� ãîâîðþ ïî-ðóññêè. 私は、ロシア語を話せます。

ガヴァリュー

�îâîðþ. 話せます。

ニェート ニ ガヴァリュー

�åò, íå ãîâîðþ. いいえ、話せません。

ニムノーガ

�åìíîãî. 多少なら。

イズヴィニーチェ ヤ プローハ ガヴァリュー パルースキィ

�çâèíèòå, ß ïëîõî ãîâîðþ ïî-ðóññêè.
すみません、私はロシア語をほとんど話せません。

ヴィ パニマーェチェ ミニャー

�û ïîíèìàåòå ìåíß? あなたは私の言うことがわかりますか。

ヤ プローハ ヴァス パニマーユ

� ïëîõî âàñ ïîíèìàþ. 私はあなたの言うことがほとんどわかりません。

ガヴァリーチェ パジャールスタ ニ ターク ブィストラ

�îâîðèòå, ïîæàëóéñòà, íå òàê áûñòðî. そんな早口で話さないで下さい。

グジェ ヴィ イズチャーリ ルースクィ イズィク

�äå âû èçó÷àëè ðóññêèé ßçûê? あなたはどこでロシア語を勉強したのですか。

ヤ イズチャール ナ クールサフ

� èçó÷àë íà êóðñàõ. 私は、講座で勉強しました。

ヤ イズチャーユ パ ラージオ

� èçó÷àþ ïî ðàäèî. 私は、ラジオで勉強しています。

ヤ イズチャーラ サマスタヤーチェリナ

� èçó÷àëà ñàìîñòîßòåëüíî. 私は、独学で勉強しました。

カーク ドールガ ヴィ イズチャーェチェ ルースキィ イズィク

�àê äîëãî âû èçó÷àåòå ðóññêèé ßçûê?
どのくらいの期間あなたはロシア語を勉強しているのですか。

□　18　□



語学学習の表現を含む応用例

1.
ヴィ ガヴァリーチェ パルースキィ

Ð �û ãîâîðèòå ïî-ðóññêè? あなたは、ロシア語を話せますか。

ダ  ガヴァリュー

Ð �à, ãîâîðþ. はい、話せます。

2.
ヴィ ズナーェチェ ルースキィ イズィク

Ð �û çíàåòå ðóññêèé ßçûê? あなたはロシア語を知っていますか。

ダー

Ð �à. はい。

ヤ イズチャール ルースキィ イズィク ナ クールサフ

� èçó÷àë ðóññêèé ßçûê íà êóðñàõ. 私は講座でロシア語を勉強しました。

カーク ドールガ ヴィ イズチャーリ ルースキィ イズィク

Ð �àê äîëãî âû èçó÷àëè ðóññêèé ßçûê?
どのくらいの期間あなたはロシア語を勉強したのですか。

ドヴァー ゴーダ

Ð �âà ãîäà. ２年間です。

3.
ヴィ ガヴァリーチェ パルースキィ

Ð �û ãîâîðèòå ïî-ðóññêè? あなたはロシア語が話せますか。

ニムノーガ

Ð �åìíîãî. 多少なら。

ヤ イズチャーユ サマスタヤーチェリナ

� èçó÷àþ ñàìîñòîßòåëüíî. 私は独学で勉強しています。
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4.
イズヴィニーチェ

Ð �çâèíèòå, すみません。

ヤ プローハ ガヴァリュー パルースキィ

ß ïëîõî ãîâîðþ ïî-ðóññêè. 私はロシア語がほとんど話せません。

ガヴァリーチェ パジャールスタ ニ ターク ブィストラ

�îâîðèòå, ïîæàëóéñòà, íå òàê áûñòðî.そんな早口で話さないで下さい

ハラショー

Ð �îðîøî. わかりました。

ヤ ブードゥ ガヴァリーチ ミェードレンナ

� áóäó ãîâîðèòü ìåäëåííî. ゆっくり話すことにしましょう。

到着した人を出迎える

ズドラーストヴィチェ   スプリイェーズダム

�äðàâñòâóéòå! � ïðèåçäîì! こんにちは。無事お着きになりましたね。
カーク ダイェーハリ

�àê äîåõàëè? 道中いかがでしたか。

カーク ダリチェーリ

�àê äîëåòåëè? フライトは、いかがでしたか。

ダリチェーリ ハラショー

�îëåòåëè õîðîøî? フライトは、快適でしたか。

ヤ オーチェニ ラート ヴァス ヴィージェチ

� î÷åíü ðàä âàñ âèäåòü. あなたにお会いできてとても光栄です。

カーク ヤ ラート ヴィージェチ ヴァス

�àê ß ðàä âèäåòü âàñ! あなたにお会いできるとは何と光栄でしょう。

出発する人を見送る

ダ スヴィダーニヤ

�î ñâèäàíèß! さようなら。

シスリーヴァヴァ プチー

�÷àñòëèâîãî ïóòè! 道中ご無事で。

プリイズジャィチェ ク ナム イッショー

�ðèåçæàéòå ê íàì åùÞ. またこちらにいらして下さい。
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ピリダィチェ プリヴェート

�åðåäàéòå ïðèâåò. くれぐれもよろしくとお伝え下さい。

ピシーチェ ナム

�èøèòå íàì. 私たちに手紙をください。

ニ ザブーチェ ナス

�å çàáûâàéòå íàñ. 私たちのことを忘れないでください。

到着の表現を含む応用例

1.
ズドラーストヴィチェ メリー

Ð �äðàâñòâóéòå, �åðè! メリー、こんにちは。

ス プリイェーズダム

� ïðèåçäîì! 無事に着いたね。

ズドラーストヴィチェ  ヴィークタル

Ð �äðàâñòâóéòå, �èêòîð! ヴィクトル、こんにちは。

ヤ オーチェニ ラーダ ヴァス ヴィージェチ

� î÷åíü ðàäà âàñ âèäåòü. あなたにお目にかかれてすごく幸せ。

カーク ダリチェーリ

Ð �àê äîëåòåëè? 道中いかがでしたか。

スパシーバ ハラショー

Ð �ïàñèáî, õîðîøî. 快適だったわ。

2.
ス プリイェーズダム  イヴァン ペトローヴィチ

Ð � ïðèåçäîì, �âàí �åòðîâè÷! イヴァン・ペトローヴィチ、ようこそ。

ズドラーストヴィチェ ミーシャ

Ð �äðàâñòâóéòå, �èøà. ミーシャ、こんにちは。
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カーク ダイェーハリ

Ð �àê .äîåõàëè? 道中いかがでしたか。

スパシーバ ハラショー

Ð �ïàñèáî, õîðîøî. 快適だったよ。

3.
ダ スヴィダーニヤ  ジョーン

Ð �î ñâèäàíèß, �æîí. ジョン、さようなら。

シスリーヴァヴァ プチー

�÷àñòëèâîãî ïóòè! 道中ご無事で。

ダ スヴィダーニヤ  ニーナ

Ð �î ñâèäàíèß, �èíà! ニーナ、さようなら。

プリイズジャィチェ ク ナム イッショー

Ð �ðèåçæàéòå ê íàì åùÞ. またこちらにいらしてください。

アビザーチェリナ プリイェードゥ

Ð �áßçàòåëüíî ïðèåäó. 必ずくるよ。

ダ スヴィダーニヤ

�î ñâèäàíèß! さようなら。

4.
ダ スヴィダーニヤ  マリーヤ ピトローヴナ

Ð �î ñâèäàíèß, �àðèß �åòðîâíà! マリヤ・ペトローヴナ、さようなら。

シスリーヴァヴァ プチー

�÷àñòëèâîãî ïóòè! 道中ご無事で。

スパシーバ  ダ スヴィダーニヤ

Ð �ïàñèáî! �î ñâèäàíèß! ありがとう。さようなら。

ピリダーィチェ プリヴェート ミーシェ

Ð �åðåäàéòå ïðèâåò �èøå. ミーシャによろしく伝えてください。

スパシーバ  アビザーチェリナ ピリダーム

Ð �ïàñèáî, îáßçàòåëüíî ïåðåäàì. ありがとう、必ず伝えます。

ニ ザブィヴァーィチェ ナス

Ð �å çàáûâàéòå íàñ, 私たちのことを忘れないでね、

ピシーチェ

ïèøèòå. 便りをよこしてね。
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