
今（いま）сейчас
今日（きょう）сегодня
今日（こんにち）こんにちは

今日は

やす

休みは どようび と にちようび です。
Выходной - суббота и воскресенье.

から от, с, из...

まで до...

にほんから из Японии,３
じ

時から с 3-х часов

もすくわから とうきょうまで
От Москвы до Токио

３じ から ６じ まで
С 3-х до 6 часов.

おきます просыпаться

６
じ

時に おきます。
В 6 часов просыпаюсь.

…に момент времени

1. Момент «цифрами» (6 часов, 12 число календаря) ６時に、
１２日に…

2. Дни недели 日曜日（に）…
3. Относительные вещи... «Завтра, позавчера, следующий
месяц...»…に あした ...



«Словарная форма» глагола
じしょ

辞書
けい

形 = настояще-будущее время и одновременно «простая»

(неуважительная) форма

やすむ отдыхаю, отдыхает, отдыхают, буду отдыхать....

あした やすむ Завтра отдыхаю (друзья, семья)

～う、く、ぐ、す、つ、ぬ、む、ぶ、る

Ｉ
остальные
かく писать かきます

はなす разговаривать はなします

あそぶ играть あそびます

もつ держать もちます

のぼる взбираться на гору のぼります

かえる* возвращаться домой かえります

ＩＩ
-иру, -эру
たべる кушать たべます

みる смотреть みます

おきる просыпаться おきます

ねる спать ねます

ＩＩＩ
く

来↘る приходить
き

来ます

す↗る делать します

べんきょう изучение
べんきょうする изучать べんきょうします

マス
けい

形 ます-форма



Каждый вечер в 11:00 ложусь спать.
まいばん じゅういちじに ねます。

Завтра в 6:30 встану.
あした ごぜん ろくじはんに おきます。

Этим вечером засну в 12:00.
こんばん じゅうにじに ねます。

В воскресенье в 10:00 встану.
にちようび じゅうじに おきます。

Каждый вечер со скольки до скольки учитесь?
まいばん なんじから なんじまで べんきょうしますか。

С 7 до 9 часов занимаюсь.
しちじから くじまで べんきょうします。

Каждый день с 9:30 до 5:30 работаю.
まいにち くじはんから ごじはんまで はたらきます。

В обед с 12 до 1 часу отдыхаю (буду отдыхать).
ひる じゅうにじから いちじまで やすみます。

ひるやすみは じゅうにじから いちじまで です。

В субботу с 9 до 2 буду работать.
どようび くじから にじまで はたらきます。

Каждое утро с 7 до 8 учусь.
まいあさ しちじから はちじまで べんきょうします。

Времена вежливой формы

отдыхаю/буду отдыхать やすみます

не отдыхаю/не буду отдыхать やすみません

отдыхал やすみました

не отдыхал やすみませんでした



あさって はたらきますか。

いいえ、はたらきません。

まいばん べんきょうしますか。

はい、べんきょうします。

きのうのばん べんきょうしましたか。

はい、べんきょうしました。

きのう、はたらきましたか。

いいえ、はたらきませんでした。

Каждый вечер во сколько засыпаете?
まいばん なんじに ねますか。

Сегодня утром во сколько проснулись?
けさ なんじに おきましたか。

Каждый день со сколько до скольки работаете?
まいにち なんじから なんじまで はたらきますか。

Вчера вечером со скольки до скольки учились?
きのうのばん なんじから なんじまで べんきょうしましたか。


