
講義ノート 

lecture notes 
 
1. アルファベット、文字と発音（１） 

 

アルファベット 

 ロシア語のアルファベットには、33 文字があります。「文字＝発音」に近いです。アルファベッ

トの順番は、英語、他の西洋語とほぼ同じで、辞書を引くために必要です。 

 

発音について 

 繰り返し、声に出して練習することが一番良い方法です。きれいに発音できたという実感を自

分で持つことができれば、その後の勉強が楽しくなるでしょう。 

 

アクセント 

 アクセントのある音節の母音は、強く、長めに発音され、アクセントのない音節の母音は弱く、

短めに発音されます。 

 

アクセントのない”о” 
 アクセントのない”о”は、弱くて、短い「ア」と発音します。 

 

 

２．文字と発音（２）：子音の同化、特殊な発音、 

動詞の不定形      можно+動詞不定形    名前の尋ね方     日常の挨拶  

人称代名詞      所有代名詞    名詞の性                 

 

Здравствуйте!  
Доброе утро! 
Добрый день! 
Добрый вечер! 
Привет! 
До свидания! 
Пока! 
 
Как Вас зовут? 
Меня зовут... 



 
動詞の不定形 

ть に終わる。 
 
можно + 動詞不定形 
Можно говорить по-русски? 
Да, пожалуйста. 
 

人称代名詞はつねに属格（生格） と対格が同形です.まず я, вы および он/оно の変化を見

ます。 

主格 я вы он/онó 

生格 меня вас егó 

与格 мне вам емý 

対格 меня вас егó 

造格 мной вáми им 

前置格 обо мне о вас о нём 
 

所有代名詞 

 

所有代名詞は以下のように変化します。  

  

  男 中 女 複 男 中 女 複 
主 мой моё моя мои ваш вáше вáша вáши
生 моегó моéй моих вáшего вáшей вáших
与 моемý моéй моим вáшему вáшей вáшим
対 мой 

моегó 
моё мою мои 

моих 
ваш

вáшего
вáше вáшу вáши

вáших
造 моим моéй моими вáшим вáшей вáшими

前置 о моём о моéй о моих о вáшем о вáшей о вáших
 

 

 

名詞の性 

 

 



  硬音  軟音   

男性名詞 - 子音 -й, -ь студент   край    конь    
女性名詞 -а -я, -ь газета    капля   мать  
中性名詞 -о -е, -мя мыло     поле    время  
 

３．動詞の現在形：現在人称変化、所有代名詞、疑問代名詞と格                         

 

動詞には過去形、 現在形、未来形があります。 

 

第 1 変化と第２変化      

 

動詞の現在形は第１変化動詞と第 2 変化動詞に分かれます。第１変化動詞は、不定形から  -ть 

を除き、主語の人称と数にあわせて、 -ю,-ешь,-ет,-ем,-ете,-ют を語尾としてつけます。現在形は

状況によっては現在進行形の意味も表します。  

 

不定形 рабóта-ть 

Я рабóта-ю 

Ты рабóта-ешь 

Он, она, оно рабóта-ет 

Мы рабóта-ем 

Вы рабóта-ете 

Они рабóта-ют 

     

第１変化動詞は、不定形から-ть を除き、主語の人称と数にあわせて、-ю,-ишь,-ит,-им,-ите,-ят 
を語尾としてつけます。現在形は状況によっては現在進行形の意味も表します。 
        

不定形 говори-ть 
Я говор-ю 
Ты говор-ишь 

Он, она, оно говор-ит 
Мы говор-им 
Вы говор-ите 
Они говор-ят 

 

               



４．動詞の変化：過去形     名詞複数形                           

 

動詞の過去形 

 

過去形は不定形の -ть を除き、単数では男性形，中性形，女性形にはそれぞれ -л,-ло,-ла、 
複数にはどの性でも -ли をつけます。過去形の意味は、「～していた」です。 

  

 不定形 чита ́-ть де ́ла-ть бы-ть 
男性 чита ́-л дела-л бы-л 
女性 чита-ла дела-ла бы-лá 

単  

数  

形  中性 

Он, я, ты, Иван 

Она, я, ты, Маша 

Оно чита-ло дела-ло бы ́-ло 
複数形 Они, мы, вы чита-ли дела-ли бы ́-ли 

 

名詞複数形 

 

名詞には単数形と複数形の区別があります。複数形は、性の区別と語尾の硬軟によって定まりま

す。 

  

 硬音 複数形 軟音 複数形 
男性名詞 - → -ы стол  → стол-ы -й/-ь → -и сарай  →сара-и   пень →пн-и 
女性名詞 -а → -ы корова → коров-ы -я  → -и кухня →кухн-и  ночь → но ́ч-и 
中性名詞 -о → -а слóво   →   слов-а -е  → -я поле  →  пол-я 
 

 

５．合成未来 形容詞 命令形 ся動詞                            

 

合成未来 
Быть の未来形は第 1 変化動詞の変化をします。  

  

я бýд-у мы бýд-ем 

ты бýд-ешь вы бýд-ете 

он бýд-ет они бýд-ут 
  

合成未来と呼ばれ、быть の未来形＋不完了体動詞不定形という形態になります。 

  

形容詞 



 

形容詞は修飾する名詞の性、数および格に応じた変化をします。これを形容詞の一致と

いいます。形容詞にも硬変化形容詞（男性単数主格が -ый/-ой ）と軟変化形容詞（男

性単数主格 が -ий ）があります。  

 

  

 硬変化 軟変化  
男性形 нóв-ый послéдн-ий поезд 
女性形 нóв-ая послéдн-яя корова 

単数形  

中性形 нóв-ое послéдн-ее поле 
複数形 нóв-ые послéдн-ие корабли 

 

 

命令形 

 

читать чита-ю чита-й 現在語幹末が母音 

говорить говор-ю говор-и 現在語幹末が子音、1 人称変化の時力点が語尾

верить вер-ю вер-ь 現在語幹末が子音、1 人称変化の時力点が語幹

помнить помн-ю помн-и 同上、かつ語幹末に子音重複 

 

Вы の命令形は、те を付加します。 читайте 
 

ся 動詞 

動詞には， -ся （ –сь ）がついているものがあり、 -ся 動詞といわれます。 -ся は「自分自身を」

あるいは「自分自身（のため）に」 の意味で、動詞に様々な意味を付加します。 -ся は母音の後

では –сь  となります。 

  

過去形          

он  занимá-л-ся  
она  занимá-ла-сь  
оно  занимá-ло-сь  
они  занимá-ли-сь  

  

現在形 

я  занимá-ю-сь  мы занимá-ем-ся  

ты  занимá-ешь-ся  вы занимá-ете-сь  

он  занимá-ет-ся  они занимá-ют-ся  

                        

 

 



６．前置格  前置詞 в と на の違い 

 

в  ～の中に 
на ～の上に 
 

 男性・中性・女性  単数 複数 

形容詞語尾 -ом, -ем, -ой, -ей -ых, -их 
名詞語尾 -е, -и -ах, -ях 

 

前置詞 в と на の違い 

в は閉じられた内部の場合、на はそうではない場合、山、島などでは на が多いです。 
施設・場所： в школе, в университете, на улице 
山・島： на Кавказе, на Мадагаскаре 
 

７．生格  生格をとる前置詞 否定生格 

 

 男性・中性単数 女性単数 複数 

形容詞語尾 -ого, -его -ой, -ей -ых, -их 
名詞語尾 -а, -я -ы, -и -ов, -ев, -ей, -, -ь, -ий

 

８．対格 複数生格 個数詞と格の結合 

 

名詞の対格 

 

 男性単数 女性単数 中性単数 

形容詞語尾 活動体の対格＝生格 
不活動体の対格＝主格 

-ую, -юю 主格に同様 

名詞語尾 同上 -у, -ю, -ь 主格に同様 
 

 

個数詞  

1  один одна одно  одни             6  шесть  
2  два  две                       7  семь  
3  три                           8  восемь  
4  четыре                        9  девять 
5  пять  



 

10  десять  100  сто  1000    тысяча  
20  двадцать  200  двести  100 万   миллион  
30  тридцать  300  триста  10 億    миллиард 
40  сорок  400  четыреста   
50  пятьдесят  500  пятьсот    
60  шестьдесят  600  шестьсот    
70  семьдесят  700  семьсот    
80  восемьдесят 800  восемьсот   
90  девяносто  900  девятьсот   
 

 

９．運動の動詞：定動詞・不定動詞、移動の手段、接頭辞と定・不定動詞                        

 

ロシア語では、徒歩で行く場合は идти 、乗り物で行く場合は ехать と使い分けなければなり

ません。 

  

  

 идти ехать лететь 
я иду еду лечу 
ты идёшь едешь летишь 
он идёт едет летит 
мы идём едем летим 
вы идёте едете летите 
они идут едут летят 
過

去 
шёл, шла, 
шло, шли 

ехал, ехала, 
ехало, ехали

летел, летела, 
летело, летели

 

運動を表す動詞の中には、同じ移動の仕方を表しながら、定動詞と不定動詞がペアをなすものが

あります。 

定動詞：   一方向の動き 「行きつつある、行くところである」 

不定動詞： 往復、反復、方向不定 「行ってくる、通う、歩き回る」 

 

  

定動詞    不定動詞  



идти  行く、歩く  ходить 2  

ехать  （乗り物で）行く  ездить 2  

лететь  飛ぶ  летать 2  

нести  持ち運ぶ  носить 2  

вести  導く  водить 2  

везти  乗り物で運ぶ  возить 2  

 

 

 

１０．造格、手段の造格、動詞の造格支配、前置詞ｃ＋造格、чтобы、条件文と仮定法 

 

名詞の造格 

 

 男性・中性単数 女性単数 複数 

形容詞語尾 -ым, -им -ой, -ей -ыми, -ими 
名詞語尾 -ом, -ем -ой, -ей -ами, -ями 

 

手段の造格 

Чем пишет Володя? – Он пишет красным карандашом. 
 

動詞の造格支配 

увлекаться спортом, заниматься математикой, интересоваться политикой 
前置詞ｃ＋造格 

С чем Вы пьете кофе? – Я пью кофе с молоком. 
 

чтобы 
чтобы ＋「過去形」の文は仮定法の１つで、主文と目的を表わす従属文からなります。  

 Ａ（主文）, чтобы + Ｂ（「過去形」）「ＢするためＡをする／した／するだろう」  

 

仮定法とは現実になっていないこと , あるいは非現実的なことを表現するのに用いられる動詞の

形です。非現実なことを表すので仮定法には時制はありません。  

  

 

 

 

 



１１． 完了体・不完了体 

 

ロシア語の動詞は完了体と不完了体という二つのタイプに分かれ、 多くの動詞が基本的な意味

が同じ完了体と不完了体の対（ペア）を成しています。完了体動詞は「具体的な一回限りの動作」

を表すのに対して、不完了体動詞は動作や状態そのものと表します。 

 

Вы читали “Преступление и наказание”?    あなたは『罪と罰』を読みましたか。 
Да, читал.                                  はい、読みました。 
Вы его прочитали?                          読み終えたのですか。 
Нет, не прочитал.                           いいえ、読み終えていません。 
  

不完了体動詞には現在形, 過去形と未来形があります（ читáю, читáл, бýду читáть ）が、 

完了体動詞には現在形および過去形の二つしかありません（ прочитáю, прочитáл ）.  

 

１２．与格 年齢の表現                     

 

 男性・中性単数 女性単数 複数 

形容詞語尾 -ому, -ему -ой, -ей -ым, -им 
名詞語尾 -у, -ю -е, -и -ам, -ям 

 

年齢の表現 

 

Сколько Вам лет? – Мне сорок лет. 
 

１３．関係代名詞 который、形容詞の短語尾 

 

関係代名詞 который 
 関係代名詞 который は、形容詞 новый と同じような性・数・格変化語尾をもち、性と数は、

先行詞、格は、それ自身が導く従属文中での役割で決まります。 
例文： 
У Маши есть подруга, которая жила в Новосибирске. 
У Антон есть брат, который учится в Москве. 
У Ярослава есть сестра, с которой он давно не виделся. 
 

形容詞の短語尾 



形容詞には、長語尾形と短語尾形という形があります。短語尾形は形容詞の語幹に語

尾（男性形：ゼロ，女性形 ：-а/-я ，中性形 ：-о/-е ，複数形 ：-ы/-и ）をそえます．  

  

 男・単 女・単 -а/-я 中・単 -о/-е 複 -ы/-и 

игрив-ый игрив игрив-а игрив-о игрив-ы 
белый бел белá бело белы 
худой худ худá худо худы 

скудный скýден скуднá скýдно скýдны 
больной бóлен больнá больнó больны 
высокий высок высокá высокó высоки 
синий синь синя сине сини 

- рад рáда - рáды 
- дóлжен должнá должнó должны 

 

 

１４．形容詞の最上級・比較級 

 

形容詞の比較級 

 

ロシア語の形容詞には比較級と最上級があります。語幹に接尾辞-ее または-ей を付け加えま

す。 

интересный   ➪    интереснее 
сильный      ➪    сильнее 

「～よりも」という比較の対象を表現するには чем を使用する方法と比較の対象を生格にする方

法があります。 

 Я выше, чем Вы. 
 

１５．副動詞 

 
不完了体副動詞 「～しながら」 

現在変化の語幹＋я 
читать – читают– читая 
рисовать – рисуют – рисуя 
говорить – говорят – говоря 
улыбаться – улыбаются – улыбаясь 
вставать  –  вставая 



副動詞の作れない動詞があります。 
 
完了体動詞「～してから、した後で」 
過去語幹（母音）＋в, вши 
прочитать – прочитал – прочитав 
сказать – сказал – сказав 
вырасти – вырос – выросши  
улыбнуться – улыбнулся – улыбнувшись  
 

 

 

 


