
出 выходить, появляться

おん

音：シュツ
くん

訓：
で

出る、
だ

出す

法 1) закон, правило; 2) способ, приём; 3) учение, религия

音：ホウ

会 1) собрание; 2) общество; 3) встречаться

音：カイ

訓：
あ

会う

字 иероглиф, буква

音：ジ



見 видеть, смотреть; считать, полагать

音：ケン

訓：見る (видеть)、見える (виднеться)、見せる (показывать)

事 обстоятельство, дело, факт

音：ジ

訓：こと

勉 стараться

音：ベン

訓：つとめる

科 отрасль науки; курс; отделение (факультет)

音：カ

強 сильный

音：キョウ、ゴウ

訓：
つよ

強い



授 предоставлять, преподавать

音：ジュ

答 отвечать

音：トウ

訓：
こた

答える、
こた

答え

業 занятие, профессия, дело

音：ギョウ

訓：わざ

情 1) чувство, любовь; 2) положение, обстоятельство

音：ジョウ



習 учиться, заниматься; привычка

音：シュウ

訓：
なら

習う

漢 Китай, китайский

音：カン

話 говорить, разговаривать

音：ワ

訓：
はな

話す、
はな

話し

聞 слушать, слышать, спрашивать

音：ブン

訓：
き

聞く (слышать, спрашивать)、
き

聞こえる (быть слышным)



読 читать

音：ドク

訓：
よ

読む

言葉

は↗じ

初め начало
は↗つおん произношение

れ↗ん
しゅう

習 упражнение
か↘

書く писать
ぶ↘ん

文しょう предложение, текст
よ↘

読む читать
ぶ↗ん

文
ぽう

法 грамматика
ぶ↗ん

文けい образец предложения
しゅ↗くだい домашнее задание
だ↘

出す давать, предоставлять (например домашнее задание)
も↗う уже, ещё
か↗い

会
わ

話 разговор, диалог
し↗つもん вопрос
こ↗た

答え↘る отвечать
そ↗の↘ほか кроме того
スピ↘ーチ речь, выступление
み↘

見る смотреть, видеть
じ↗

事
じょう

情 обстоятельство, положение дел, ситуация
お↗し

教える объяснять, обучать
な↗ら↘

習 う учить (что-либо, у кого-либо)
こうぎ лекция
き

聞↗く слушать
す↗る делать
ま↗ちがえ↘る ошибаться
ま↗ちが↘い ошибка
な↗お↘す исправлять
テ↘ープ плёнка
こ↗とば слово
ニュ↘ース новости



見↗せ↘る показывать
お↗く класть
あ↗る↘く ходить, шагать
と↘る брать
み↗み↘ ухо, уши
あ↗し нога
て↘ рука
め↘ глаз
く↗ち рот, язык, речь, вкус
ご↘はん еда, варёный рис
お↘おい многочисленный
お↗と звук
テ↘レビ телевизор
ほ↗んとう действительно, правда
りょ↘うしん родители
ラ↘ジオ радио
は↗な↘

話 す рассказывать
い↗もうと младшая сестра
お↗とうと младший брат
こ↗た

答え ответ
か↘く рисовать
テ↘スト тест, контрольная работа
せ↗んたく стирка

日本語の授業

アンナとセルゲイは日本語を勉強します。

日本語の授業は毎日９時に始まります。授業の始めに、はつおんのれん習をしま

す。その後で、漢字のれん習をします。先生はこくばんにチョークで書きます。学

生たちは漢字のノートにペンで書きます。授業の時、教科書の文しょうを読みます。

毎日文法の勉強もします。文法のノートに文けいを書きます。日本語は漢字もむず

かしいですし、文法もむずかしいです。授業の終わりに、先生はしゅくだいを出し

ます。しゅくだいはいつもたくさんあります。

もう一つの日本語の授業は１１時に始まります。その授業は日本語の会話の授業

です。その授業の時にも、始めは、はつおんのれん習をします。その後で、先生は

学生にしつもんをします。学生はそのしつもんに答えます。そのほかに、学生はみ

じかいスピーチをします。会話の授業の時に、時々ビデオを見ます。先生はビデオ

で日本事情を教えます。その授業はとてもおもしろいです。

学生は午前
ちゅう

中は日本語を習います。午後、アンナは文学のこうぎを聞きますが、

セルゲイはれきしのこうぎを聞きます。



日本語の授業

田中：アンナさん、セルゲイさん、毎日日本語の授業がいくつありますか。

セルゲイ：二つあります。文法の授業と会話の授業です。

田中：そうですか。授業はおもしろいですか。

セルゲイ：はい、とてもおもしろいです。

田中：授業の時に、何をしますか。

セルゲイ：そうですねぇ。文法の授業の時にも、会話の授業の時にも、始めははつ

おんのれん習をします。

アンナ：その後で、文法の授業の時には、漢字のれん習をします。

田中：漢字はどうですか。むずかしいですか。

アンナ：はい。たいへんむずかしいです。

田中：学生たちはノートに漢字を書きますか。

セルゲイ：はい、私たちはノートに書きます。先生はこくばんにチョークで書きま

す。

田中：そのほかに、何をしますか。

アンナ：教科書の文しょうを読みます。

田中：そうですか。しゅくだいはたくさんありますか。

アンナ：はい、先生はしゅくだいをたくさん出します。

田中：会話の授業の時には、何をしますか。

セルゲイ：先生がしつもんをします。私たちはそのしつもんに答えます。

アンナ：そのほかに、学生はみじかいスピーチをします。

田中：スピーチの時、まちがえませんか。

アンナ：いいえ、時々まちがえます。先生はそのまちがいをなおします。

田中：授業の時に、テープを聞きますか。

セルゲイ：はい、聞きます。時々ビデオも見ます。先生はビデオで日本事情を教え

ます。

アンナ：その授業はとてもおもしろいです。

田中：そうですか。いいですね。


