
『総合ロシア語入門』の誤植訂正　（2015 年 2 月 24 日現在）

下記の箇所に誤植がありました。訂正して、深くお詫び申し上げます。

〈記〉
p. 11　解説 2　е ［e］　→　е ［je］
p. 12 発音練習③　июнь ［i’ún’］　→　июнь ［i’jún’］
 発音練習③　июль ［i’úl’］　→　июль ［i’júl’］
 発音練習④　восемь ［vós’ɪm］ 8　→　восемь ［vós’ɪm’］ 8
p. 13 単語　Николай ［n’ikoláj］ ニコライ　→　Николай ［n’ikaláj］ ニ

コライ
p. 22 単語　скажите, пожалуйста［skaʒít’ɪ paʒálɨstə］　→ скажите, 

пожалуйста［skaʒ tɪ paʒálɨstə］
 　　　здравствуй ［zdrástvui］　→　здравствуй ［zdrástvuj］
p. 24 解説 7　моя　→　моя
p. 45 解説 3　пальто　→　пальто
p. 68 解説 4　（2 番目の例文に注が抜けている）　→　「*письмаは複数対

格形である」と注を入れる。
p. 70 練習問題 1-2　книги　→　книгу
p. 71 単語　стюардесса の発音 ［dés-|-dess-］　→　［-dés-|-déss-］
p. 75 解説9　「この課のテクストに出てきた用例のみ、」　→　「この課のテ

クストに出てきた用法のみ、」
p. 76 練習問題 2-3　（注が抜けている）　→　「＊ロシアの学生たちと с 

русскими студентами」と注を入れる
p. 81 解説8　（2番目の例文に注が抜けている）　→　「＊газетыは複数対

格形である」と注を入れる。
p. 86 解説 4-2-②　（例文に注が抜けている）　→　「＊письмаは複数対格

形である」と注を入れる。
 解説 4-3 ①　ужинали　→　ужинали
p. 88 練習問題 1-4　незнакомые слова　→　незнакомое слово



p. 94 練習問題 2-2　（рассказать, рассказывать）　→　
 （рассказывать, рассказать）
p. 99 解説 3-2 注　купить2　→　купить2＊

p. 106 解説 3-5　（Сколько времени）?　→　（Сколько времени?）
 解説 3-6 ①注　года　→　года
p. 111 解説 2-2　（女性名詞軟変化の造格）новостям　→　новостями
p. 113 解説 5　наши　→　наши
p. 125 解説 1-2 ②　полохой　→　плохой
p. 128 コラム　хлопот　→　хлопот
p. 132 解説 1　3 番目の例文　течению　→　течению
p. 133 解説 1　最後から 3 番目の例文　「私の夫が」→「私の父が」
p. 134 解説 3-3　3 番目の例文　Поезд　→　Поезд
p. 136 練習問題 2-4　остановились и　→　остановились, и
p. 137 練習問題 2-6　возвращаться　→　возвращаться
p. 138 テクスト 2　поликлинику　→　поликлинику
p. 145 テクスト 2　Жигаловой　→　Жигаловой
p. 147 単語　обмануть1 0 騙す　→　обмануть1 0 騙す
p. 153 練習問題 4-1　「私は」　→　「私たちは」
p. 159 解説 3-2-①　「～していた、～してしまった（ところの）」　→　
 「～してしまった、～していた（ところの）」
p. 160 解説 4-1 ②表　пригла-сишь　→　приглас-ишь
p. 161 解説 4-1 ④表　забытый　→　забытый
p. 166 単語　распустить2　→　распустить2＊

p. 168 解説 1-2、3 つ目の用例末尾の言い換え　Люди　→　Люди
 解説 1-2 の最後の例文　（Вчера я познакомилась 
 студентами, …）　→　（Вчера я познакомилась с 
 русскими студентами, …）
p. 172 解説 7 最後の例文　слышна　→　слышна
 解説 8　в воскресень　→　в воскресенье
p. 173 練習問題 1-4　своёй　→　своей
p. 176 単語　минувший　→　минувший
p. 184 練習問題 3-1　「モスクワのあちこちの店を回った。」　→　「あちこ

ちの店を回った。」
p. 186 テクスト（9 行目）　отрочества　→　отрочества



p. 188 単語　отрочество 少年（少女）時代　→　отрочество 少年（少
女）時代

p. 191 解説 1　最後の例文　медвежья　→　медвежья
p. 193 解説 4　1 つ目の例文　「世界最高の山」　→　「世界最高の山脈」
 解説 5 の注　вожможность　→　возможность
p. 194 解説 5 注　＊обращать　→　обращать
p. 195 練習問題 3-2　церквей　→　церквей
p. 205 解説 2　м　оргнуть（途中で改行）　→　моргнуть
p. 207 解説 4-4　со стыда　→　со стыда
p. 209 練習問題 1-3　будущем　→　будущим
 練習問題 2-2　Она　→　Она
p. 212 テクスト（34 行目）　схватив　→　схватив
p. 213 テクスト（33行目）　улыбнувшись сказал　→　улыбнувшись, 

сказал
p. 215 注 18　всмомнив　→　вспомнив
 注20　схватив（← схватить の副動詞）　→　схватив（← схва-

тить の副動詞）
p. 218 単語　обмереть1＊　→　обмереть1（特）

p. 226 解説 3　（複数生格）папных　→　папиных
 解説 3　（複数与格）папиных　→　папиным
p. 239 第 12 課 3-1　Наверное, у него ко мне просьба.　→　Навер-

ное, у неё ко мне просьба.
p. 240 第 14 課 3-3　Каждое лето мы ездим на юг отдыхать.　→　

Каждое лето я езжу на юг отдыхать.
p. 241 第 15 課 2-3　「今日、貸してあげるよ」　→　「すぐに貸してあげる

よ」
p. 247 第 23 課 4-3　в кафе, и　→　в кафе и
p. 250 第 27 課 1-1　шестидесяти　→　шестидесяти
p. 255 付表 1-3　女性名詞・複数生格　неделей　→　недель
p. 260 付表 5-3　（бежать現在形二人称単数）бежить　→　бежишь
p. 273 単語帳　крыло　→　крыло
 単語帳　лёгко　→　легко
p. 274 単語帳　лопнуть 0 避ける　→　лопнуть 0 裂ける
 単語帳　Мариинский　→　Мариинский



p. 275 単語帳　местный ［m’esnɨj］　→　местный ［m’ésnɨj］
 単語帳　минувший　過ぎる　→　минувший　過ぎ去った
p. 277 単語帳　обмануть　→　обмануть
p. 279 単語帳　отрочество　→　отрочество
 単語帳　писать1（特）　→　писать1（特）＊

p. 286 単語帳　сердце ［s’ertsə］　→　сердце ［s’értsə］
p. 288 単語帳　счастливый ［ʃ ’ʃ ’ɪsl’ivij］　→　счастливый ［ʃ ’ʃ ’ɪsl’ɪ́vɨj］

以上


