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アカガサザ行 

 

ア イ ウ エ オ 【１】 ① イアウオエ  エオウアイ  オエウイア 

カ キ ク ケ コ  ② キカクコケ  ケコクカキ  コケクキカ 

ガ ギ グ ゲ ゴ  ③ シサスソセ  セソスサシ  ソセスシサ 

サ シ ス セ ソ  ④ アガシ  ガエス  エザコ  キゲセ 

ザ ジ ズ ゼ ゾ    ザソオ  ソズサ  ズキク 

 

 

【２】 

①ガス ②キス ③ギア ④エス 

газ 
 

поцелуй шестерня S（эс） 
маленький размер 

⑤ケーキ ⑥エース ⑦コース ⑧ソース 

торт 
 

туз маршрут, курс соус 

⑨サージ ⑩アース ⑪ケース ⑫ガーゼ 

серж, саржа 
 

заземление коробка, ларец марля 

⑬ココア ⑭カカオ ⑮サイズ ⑯キウイ 

какао(напиток) 
 

какао(бобы, дерево) размер, формат киви 

⑰アジア ⑱アイス ⑲クイズ ⑳エイズ 

Азия лёд, мороженое, 
холодное 

викторина СПИД (синдром 
приобретённого 
иммунодефицита) 

6オーケー 7シーソー 8シーザー 9エーカー 

(одобрение) (самодельные ) 
детские качели 

Цезарь поместье 

:サーカス ;スキー <ウイスキー =ソーセージ 

цирк лыжи виски колбаса 
 

【３】 

①ソースを かけた ソーセージを つまみに ウイスキーを のむ 
  Пить виски, закусывая колбасу с соусом. 
 

②サーカスを みて かえりに きっさてんで 

               アイスココアを のんで ケーキを たべた 
  Посмотрели цирк, а на обратном пути в кафетерии пили холодный  
  какао и ели торт. 
 

③クイズに あたって アジア いっしゅうりょこうを した 

  Выиграл викторину и сделал кругосветное путешествие по Азии. 
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タ・ダ・ナ行 

 

タ チ ツ テ ト 【１】 ① チタツテト テトツタチ トテツチタ 

ダ ヂ ヅ デ ド  ② ニナヌノネ ネノヌナニ ノネヌニナ 

ナ ニ ヌ ネ ノ  ③ タデニ デナト ナトツ 

    トヌダ ヌチノ チネド 

  ④ テキチキテ クタクケ シツソツ サナ 

 

 

【２】 

①スーツ ②ノート ③チーズ ④コート 
костюм 
 

тетрадь сыр верхняя одежда 

⑤シーツ ⑥デート ⑦カード ⑧ダーツ 
простыня 
 

свидание карточка бросать, метать 

⑨ソーダ ⑩チータ ⑪セーター ⑫オーナー 
сода 
 

гепард свитер владелец, хозяин 

⑬テニス ⑭タイツ ⑮テスト ⑯ドイツ 
теннис трико проверка,  

контрольная работа 
Германия 

⑰ステージ ⑱デザート ⑲ステーキ ⑳スカート 
стадион десерт бифштекс,  

жареное мясо 
юбка 

6ドア 7タイ 8カヌー 9ヌガー 
дверь 
 

Таиланд каноэ нуга 

:タクシー ;ドーナツ <スケート =ネクタイ 
такси пончики катание на коньках галстук 
 

【３】 

①ステーキを たべて デザートに チーズケーキを たべる 

 Покушать бифштекс, а на десерт поесть торт. 
 

②おそろいの スカートと セーターを きている ふたごの こ 
 Одна из двойняшек в костюме из юбки и кофты. 
 

③ステージの うえで ギターを ひく せいねん 
 На сцене парень, играющий на гитаре. 
 

④こんどの デートは あたらしい スーツと ネクタイで きめて いこう 

 На следующее свидание пойду в новом костюме и галстуке. 
 

⑤ドイツごの テストが あるので ともだちから ノートを かりよう 
 Займу у друга тетрадь, потому что будет контрольная работа по германскому языку. 



 3 

ハ・バ・パ行 

 

ハ ヒ フ ヘ ホ 【１】 ①ヒハフヘホ ヘホハヒフ ホヘフヒハ 

バ ビ ブ ベ ボ  ②ビパポ パペピ ペブバ 

パ ピ プ ペ ポ  ③ボプバ プベホ ベヘヒ 

 

【２】 

①パイプ ②ペチカ ③ポテト ④ナイフ ⑤ビデオ 

трубка, 
мундштук 

печка картофель нож видео 

⑥ブーツ ⑦ボート ⑧ジープ ⑨ビーズ ⑩テープ 

сапоги 
 

лодка «джип» бисер кассета 

⑪バター ⑫コピー ⑬ポピー ⑭ピアノ ⑮バケツ 

сливочное масло копия, дубликат мак пианино ведро 
 

⑯ヒーター ⑰スーパー ⑱オーバー ⑲ビーバー 

обогреватель 
 

супермаркет превышать бобр 

⑳ベトナム 6エジプト 7ビフテキ 8ベゴニア 

Вьетнам 
 

Египет бифштекс бегония 

9ストーブ :デパート ;スポーツ <スカーフ 

печь, печка 
 

универмаг спорт шарф 

=スピーカー >サポーター ?ベビーカー @ポスター 

репродуктор 
 

поддержать детская коляска плакат, афиша 

Aコーヒー Bオートバイ Cスイートピー Dボーナス 

кофе мотоцикл душистый горошек поощрение деньгами 
 

【３】 

①バスに のって デパートに オーバーを かいにいく 

 Поеду в универмаг на автобусе покупать пальто. 
 

②スーパーで バターと ナイフを かう 

 В супермаркете куплю сливочное масло и нож. 
 

③ストーブの そばで コーヒーを のんで パイプを すう 

 Пью кофе возле печки и курю трубку. 
 

④パスポートサイズの ちいさくてかるい ビデオでとった スポーツたいかい 
 Спортивное соревнование, снятое маленькой и лёгкой видеокамерой, размером с паспорта. 
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マ・ヤ行 

 

マ ミ ム メ モ 【１】 ① ミマムメモ メモマミム モメムミマ 

ヤ   ユ   ヨ  ② ユヨヤ ヨヤユ ヤヨユ 

  ③ マヤム ヤメヨ メマム 

  ④ マヌアマスヌメ アヤセ ミシ ヨコユ 
 
 
【２】 

①ガム ②ゴム ③メモ ④ダム 

жевательная резинка 
 

резина запись дамба, плотина 

⑤ハム ⑥トマト ⑦マイク ⑧マスク 

ветчина 
 

помидор микрофон маска 

⑨ダイヤ ⑩ホーム ⑪チーム ⑫マーク 

таблица, график, 
расписание 

платформа команда метка, знак 

⑬パーマ ⑭ユーモア ⑮メーデー ⑯コスモス 

завивка 
«перманент» 

юмор Первомайский 
праздник 

космос (цветы) 

⑰ハーモニカ ⑱タイヤ ⑲モザイク ⑳メーター 

губная гармошка 
 

шина мозаика счётчик 

6ヨーヨー 7マヨネーズ 8ユニホーム 9 モーターボー

ト 

диаболо (игрушка) 
 

майонез форменная одежда моторная лодка 

:ミニカー ;ミートソース <ボクサー =ミキサー 

малогабаритный 
автомобиль 

мясной соус боксёр миксер 

>ミニスカート ?カシミヤ 
  

короткая юбка кашемир   

 

 

【３】 

①ミニカーと ヨーヨーを もって ガムを かんでる おとこのこ 
 Мальчик с игрушечной машинкой и диаболом, с жвачкой во рту. 
 

②ハーモニカを ふきながら コスモスばたけを あるいた 
 Ходил по ромашковому полю, играя на губной гармошке. 
 

③チームの マークを いれた おそろいの ユニホームを おくった 

 Отправил комплект форменной одежды с эмблемой команды. 
 

④ハムに ソース トマトに マヨネーズを かける 
 Колбасу макать соусом, а на помидор полить майонез. 
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ラ・ワ行 
 

ラ リ ル レ ロ 【１】 ①リラルロレ レラルロリ ロレルリラ 

ワ       ヲ  ②ラロワ ロリレ リルロ ルワレ ワラヲ 

  ③ワクフ ウクワ フワラ フラヲヨ 
 
【２】 

①ビル ②バレー ③タワー ④ロープ 

здание 
 

балет башня канат, верёвка 

⑤ウール ⑥ビール ⑦セロリ ⑧ラジオ 

шерсть 
 

пиво сельдерей радио 

⑨トイレ ⑩サラダ ⑪ホテル ⑫ライト 

туалет 
 

салат гостиница свет, фара 

⑬ドレス ⑭ゴリラ ⑮タオル ⑯レタス 

платье 
 

горилла полотенце латук (овощи) 

⑰メートル ⑱ワープロ ⑲テーブル ⑳ブローチ 

метр процессор для 
обработки текстов 

стол брошь 

6フルーツ 7ビニール 8レコード 9アメリカ 

фрукты 
 

винил грампластинка Америка 

:マカロニ ;アルバム <イギリス =セロテープ 

макароны альбом Англия целлофановая  
лента 

>バレリーナ ?ハイヒール @モノレール Aカレーライス 

балерина туфли на высоких  
каблуках 

монорельс рис с кэрри 

Bロータリー Cワイヤレスマイク Dキログラム Eポータブル 

вращаться, 
вертеться 

беспроволочный 
микрофон 

килограмм портативный, 
передвижной 

Fポラロイドカメラ 
  

полароидный фотоаппарат   
 
【３】 

①ハワイの ビーチ やしの こかげで ウクレレを かなでる 

 Играть на гавайской гитаре в тени под деревом гавайского побережья или города. 
 

②リモコンで うごく ヘリコプターの プラモデルを くみたてた 
 Дистанционным управлением смастерил движущий пластиковый макет вертолёта. 
 

③タイプライターより ワープロのほうが べんりです 
 Процессор для обработки текстов удобнее, чем пишущая машинка. 
 

④レタスと セロリ それに きせつの フルーツを くわえた サラダ 
 Салат из латука и сельдерея, а также с добавлением сезонных фруктов. 


