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ま　え　が　き

近年、ロシア語でメールを書く機会がますます増えつつあります。ロシア人
の友人や先生、あるいはホテルや大学の事務にメールを送りたいけれども、ど
んなふうに書いたら、相手に正確に、かつ失礼のないように伝えられるだろう
か―本書は、こうした悩みに応えるべく、ロシア語の初級文法を一通り終え
た方を対象に書かれました。
本書は大きく分けて 2つのパートから成り立っています。まず PART 1では、

ロシア語のメールと手紙の基本的な書き方を紹介しています。特に、メールに
関しては、件名から本文の構成まで丁寧に解説されていますので、ロシア語
メールに初めてチャレンジする方はご一読いただくことをおすすめします。ま
た 「ファイルを添付する」「バックアップをとる」「ツイッターで…をフォロー
する」など、インターネットや SNS、その他 ITに関連する単語や表現を収め
ました。

PART 2は状況別の文例集です。日常生活における様々な状況を設定した全
15章構成で、章ごとに細かいシチュエーションの項目を設けました。メール
の書き方の一例としてテンプレートを掲載するとともに、バリエーション豊か
な文例を多数紹介しています。それぞれの文例には、男性形と女性形、тыと
выの使い分けを併記しました。さらにフォーマルな表現についても、わかり
やすくまとめましたので、必要に応じて、各項目の文例を参照できるようになっ
ています。初出の単語に関しては、文例の下に解説し、ロシア語でメールを書
く際に役立つ知識を「コラム」「文法メモ」として章末にまとめました。巻末
には、本書で扱われた単語をほぼ網羅した単語帳を収録しています。
なお、テンプレートや文例のロシア語にはすべてアクセントがついています

が、これはロシア語学習に活かしていただくために付した便宜的なアクセント
ですので、実際のメールには不要です。
本書のロシア語校閲をお願いしたセルゲイ・チローノフさんには、校閲の域

を超えて、非常に多くの助言をいただきました。チローノフさんのご尽力のお
かげで、実用的な現代ロシア語のフレーズを数多く掲載した一冊となりまし
た。衷心より御礼申し上げます。また、クセニヤ・デシャテニコワさんには、
Facebook、Twitterの表現や顔文字等について貴重なご指摘をいただきました。
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ここに感謝の意を表します。最後に、本書執筆のきっかけを作っていただいた
安岡治子先生、そして、企画の段階から大変お世話になった編集部の大谷千明
さんに深謝いたします。
本書が皆さんにとって、ロシア語でメールを書く際の一助となれば幸いです。
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凡　例

 • ［　］／〔　〕…тыと выに対する表現がそれぞれ異なる場合、выに対する
ロシア語を［　］内に、выに対する日本語を〔　〕内に示しました。

 • ／…男性形と女性形の使い分け、および言い換えが可能な語句であることを
示します。

 • 　　　…／で併記された語句の範囲を示します。
 • （　）…（　）内の語句は省略が可能であることを示すか、補足説明を示します。

 • インフォーマルな表現は выで呼びかける相手にも用いることができます
が、親しい相手に限ります。

 • フォーマルな表現や тыで呼びかける相手にしか使えないフレーズの場合
は、日本語の文例にそれらのニュアンスを反映させました。

 • тыと вы双方に対して同様に用いられる表現の場合、わかりにくい場合を
除いて、「です・ます」調の日本語の文例で統一しました。

 • 文法用語は以下のように記しました。
名詞：男 …男性名詞　女 …女性名詞　中 …中性名詞　（名詞の性はわかり
にくい場合に限って記しました。）単 …名詞の単数形　複 …名詞の複数形
不変 …不変化名詞　複名 …複数名詞　［на...］…наを用いる名詞

集合 …集合数詞

格変化：主…主格　生…生格　与…与格　対…対格　造…造格　前…前置格　
男…男性形　女…女性形　中…中性形　単…単数形　複…複数形（格変化は
必要に応じて記しました。）

動詞：人称変化に関しては、第一正則変化「1」、第二正則変化「2」、第一変
化特殊型「1（特）」、不規則「不規則」、アクセントの変化のあるもの「*」
をそれぞれ動詞の右肩につけました。
完 …完了体　不完 …不完了体　過…過去形　命…命令形　無人動…無人称
動詞

その他：短…短語尾形　比…比較級　被形現…被動形動詞現在　被形過…被
動形動詞過去　 無人述…無人称述語　俗…俗語







新年のお祝い
【例】

Subject: С Но́вым го́дом!  ←（1）件名

Дорого́й Воло́дя!  ←（2）呼びかけ

Поздравля́ю тебя́ с Но́вым го́дом!  ←（3）本文

Жела́ю тебе́ здоро́вья, сча́стья и успе́хов во всём.  ←（3）本文

Передава́й большо́й приве́т Ни́не и Алёше.  ←（4）しめくくり

Пиши́!  ←（4）しめくくり（必要に応じて（5）敬具）

Твой Итиро  ←（6）差出人氏名

件名　あけましておめでとう！

親愛なるヴォロージャ！
あけましておめでとう！
健康と幸せを、そして、あらゆることがうまくいくように祈っているよ。
ニーナとアリョーシャにくれぐれもよろしく伝えてね。
メールちょうだいね！
一郎

 ポイント 

まずは、親しい相手に新年のお祝いメールを送るときの一例を見てみましょ
う。
件名を入力後、左寄せのまま、呼びかけ、本文、しめくくり、敬具（必要に

応じて）、差出人氏名と続けます。
ロシア語のメールでは時候の挨拶は不要で、用件から書き始めます。

2
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【文例】ロシア語メールの基本的な要素
（1）件名 

メールの用件がすぐにわかるように、簡潔な表現を選びましょう。

 あけましておめでとう〔おめでとうございます〕！

С Нов́ым год́ом!
 ➡祝日やお祝いに際して送るメールの件名は 「с＋造格」 を用います。

 お誕生日おめでとう〔おめでとうございます〕！

С днём рожден́ия!
  днём 造＜день 男 日　рожде́ние 誕生　день рожде́ния 誕生日

 依頼

Про́сьба
 ➡依頼や質問、通知などのメールの件名は、用件に該当する名詞を用いればOKです。

 質問

Вопро́сы
  вопро́с 質問、問題

 パーティ（7月 16日 19時）

Вечери́нка (16 ию́ля, в 19-00)
  вечери́нка パーティ

 注文の訂正

Изменен́ия в заказ́е
  измене́ние 訂正　зака́з 注文

 東京から

Из Тоќио
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 ➡  インフォーマルなメールでの自己紹介や近況報告のメールの件名は、「из / с＋地名」 とする
とよいでしょう。また、「от＋自分の名前」 という件名もOK。これらは簡潔な件名が思い浮
かばない場合も、同様に使えます。

（2）呼びかけ 

相手によって呼びかけの表現が異なります。
ロシア語では、身分を表す語（例えば президе́нт 「社長」 や профе́ссор 

「教授」）は、呼びかけでは用いられません。大学の先生にメールを送る際には 
Уважа́емый профе́ссор Ивано́в! （イワノフ教授様！）と呼びかけないよう
に。Уважа́емый / Уважа́емая の直後に「名前＋父称」と続けることで、敬
意を払った呼びかけになります。

 親愛なる…！

Дорогой́ / Дорогая́...!
 ➡親しい相手に対して使います。

 こんにちは、…！

Здрав́ствуй [Здрав́ствуйте]...!
 ➡Дорого́й / Дорога́я…! と同様に使える呼びかけの表現です。

 やあ、…！

Привет́, ...!
 ➡非常に親しい間柄で使える表現です。

 …様！

Уважае́мый / Уважае́мая...!
  уважа́емый 被形現＜уважа́ть1 不完 尊敬する

 ➡  フォーマルなメールで使う表現です。目上の相手や初めてメールを出すときにも使います。
直訳は 「尊敬するところの…様」。

 …様！

Многоуважае́мый / Многоуважае́мая...!

Глубокоуважае́мый / Глубокоуважае́мая...!
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 ➡  フォーマルなメールで、より敬意を表す必要がある相手に対して用います。直訳は 「深く尊
敬するところの…様」。

（3）本文 

書き出しの表現については、PART 2で詳しく取り上げますが、ここでは代
表的な文例をご紹介します。

① お祝いを述べる 

 あけましておめでとう〔おめでとうございます〕！

Поздравляю́ тебя ́[Вас] с Нов́ым год́ом!
  поздравля́ть1 不完（＋対〈人〉＋с＋造） 〈人〉の…を祝う

 健康と幸せを、そしてあらゆることがうまくいくように祈っているよ〔祈っ
ています〕。

Желаю́ тебе ́[Вам] здоров́ья, счас́тья и успех́ов во всём.
  жела́ть1 不完（＋与〈人〉＋生） 〈人〉に…を望む　здоро́вье 健康　сча́стье 幸せ　
 успе́х 成功　всём 前＜всё 中 すべてのこと

② お礼を述べる・詫びる 

 メール／お知らせをありがとう〔ありがとうございました〕。

Спаси́бо за письмо́ / сообщен́ие.
  спаси́бо （за＋対） …をありがとう〔ありがとうございました〕　письмо́ 手紙、
 メール　сообще́ние お知らせ
 ➡ письмо́ には 「手紙」 の他、「メール」 の意味もあります。

 君〔あなた〕からメールをもらえてうれしいです。

Я рад / рад́а твоему ́[Ваш́ему] письму́.
  рад （＋与） …でうれしい
 ➡  人称代名詞 вы （あなた） や所有代名詞 ваш （あなたの） は、大文字から書き出します。た

だし、相手が複数形の 「あなたがた、君たち」 に相当するときは、小文字にしましょう。

 返信が遅くなり、ごめんね〔すみません〕。

Извини́ [Извини́те] за задер́жку с ответ́ом.

1
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   извини́ть2 完 許す　извини́ [извини́те] （за＋対） …のせいでごめんね〔すみ
ません〕　заде́ржка （с＋造） …が遅れること　отве́т 返信

 返信せずにごめんなさい〔申し訳ありません〕。

Прости́ [Прости́те], что я не отвечал́ / отвечал́а.
   прости́ть2 完 許す　прости́ [прости́те], что… …でごめんなさい〔申し訳あ

りません〕　отвеча́ть1 不完 返信する

③ 近況 

 元気〔お元気ですか〕？

Как у тебя ́дела ́[у Вас дела]́?

Как твоё [Ваш́е] здоров́ье?

Как ты поживае́шь [Вы поживае́те]?
  де́ло 事態、状況　пожива́ть1 不完 暮らす

 仕事の具合はどう〔どうですか〕？

Как твоя ́[Ваш́а] рабо́та?

 私は万事順調です。

У меня ́всё в поряд́ке.
   всё 中 すべてのこと＜весь 全体の、すべての　поря́док 秩序　

всё в поря́дке 何もかもうまくいっている

 特に変わりありません。

У меня ́всё по-стар́ому / без особ́ых изменен́ий.
   по-ста́рому 前と変わりなく　без （＋生） …なしに　осо́бый 特別な　

измене́ние 変化

 相変わらず忙しいです。

Я по-преж́нему зан́ят / занята.́
  по-пре́жнему 以前と変わらず　за́нят 短＜занято́й 忙しい

 家族一同、元気です。
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〈中 略〉





自己紹介（初対面の相手へのメール）
【テンプレート】

Subject: От Итиро Ёсиды

Уважа́емый Па́вел Андре́евич!
Разреши́те предста́виться.
Меня́ зову́т Итиро Ёсида. Я япо́нец.
Я изуча́ю ру́сский язы́к в университе́те как второ́й 
иностра́нный.
Мо́жет быть, Вы слы́шали обо мне от моего́ дру́га Таро.
Он дал мне Ваш электро́нный а́дрес.
Я хоте́л бы с Ва́ми познако́миться.
Я слы́шал, что Вы мно́го зна́ете о ру́сском кино́.
Я о́чень люблю́ сове́тские фи́льмы.
Я был бы о́чень рад, е́сли бы мы могли́ 
перепи́сываться.
Мо́жет быть, Вы могли́ бы посове́товать мне, каки́е фи́льмы 
сле́дует посмотре́ть?
С нетерпе́нием бу́ду ждать Ва́шего отве́та.
С уваже́нием
Итиро Ёсида

※太字部分はこの章の文例集で取り上げる表現です。
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件名：吉田一郎より

パーヴェル・アンドレーヴィチ様！
自己紹介をさせてください。
私は吉田一郎と申します。日本人です。
大学の第二外国語でロシア語を勉強しています。
私の友人の太郎から私のことをお聞きになっているかもしれませんが、
彼からあなたのアドレスを教えてもらいました。
私はあなたと知り合いになれたらと思っています。
あなたがロシア映画に大変お詳しいと伺いました。
私はソ連の映画がとても好きなんです。
あなたとメールのやりとりができたらとてもうれしいです。
よろしければ、おすすめの映画についてご教示いただけますでしょうか？
お返事、首を長くしてお待ちしています。
敬具
吉田一郎

 ポイント 

初対面の相手にメールを送る際は Уважа́емый / Уважа́емая の敬称の後
に、名前＋父称と続けるのが基本です。ただ、面識のない相手の場合、名前と
姓はわかっているけれども、父称だけ知らないことがよくあります。そんな時
は Уважа́емый / Уважа́емая の後にそのまま名前＋姓と続けても失礼にはあ
たりません。

【文例】初対面の相手へのメール
（1）自己紹介 

 自己紹介をさせてください。

Разреши́те представ́иться.
   разреши́ть2 完（＋与〈人〉＋不定形）〈人〉に…することを許可する　

предста́виться2 完 自己紹介をする
 ➡  ここでは разреши́те の後ろに мне が省略されています。

1
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 私は山田太郎です。

Меня ́зовут́ Таро Ямада.
 зову́т＜звать1（特） 不完 呼ぶ（ここでは不定人称文）
 ➡場所を選ばずにいつでも使える自己紹介文です。

 私の名前は太郎で、姓は山田です。

Имя — Таро, фами́лия — Ямада.
  фами́лия 姓

 私は日本人男性／日本人女性です。

Я япон́ец / япон́ка.

 私は 21歳です。

Мне 21 год.
 ➡年齢を表現するときは、与格（意味上の主体）＋年齢。
 ➡  年を表す単語 год は、年齢によって格変化します。1は год（単・主）、2～4は го́да （単・

生）、5以上の数字は лет （複・生）。

 私はもうすぐ 40歳になります。

Мне скор́о бу́дет 40 лет.
  ско́ро まもなく　лет 複・生＜год

 今年 23歳になりました。

В э́том году ́мне испол́нилось 23 год́а.
  испо́лниться2 完（無人動）年齢が満…歳になる

 私は昭和商事で働いています。

Я рабо́таю в торгов́ой фи́рме Сёва.
  рабо́тать1 不完 働く　торго́вый 商業の　фи́рма 会社

 私は平成大学で学んでいます。

Я учу́сь в университет́е Хэйсэй.
  учи́ться2＊ 不完 学ぶ　университе́т 総合大学
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 私は平成大学文学部／経済学部／理学部／工学部／化学学部の 2年生で
す。

Я учу́сь на второ́м кур́се филологи́ческого факультет́а / 
экономи́ческого факультет́а / физи́ческого факультет́а / 
техни́ческого факультет́а / хими́ческого факультет́а 
университет́а Хэйсэй.

   курс 大学の学年 [на…]　филологи́ческий 語学・文学研究の　
факульте́т 学部　экономи́ческий 経済研究の　физи́ческий 物理学の　
техни́ческий 技術の　хими́ческий 化学の

 私は昨秋、平成大学の学会でお目にかかった者です。

Мы ви́делись с Вам́и на науч́ной конферен́ции в 
университет́е Хэйсэй прош́лой о́сенью.

   ви́деться2 不完（с＋造）…に会う　нау́чный 学術の　конфере́нция 学会 
[на…]　про́шлый この前の、過ぎ去った　о́сенью 秋に

 私は東京に住んでいます。

Я живу ́в Тоќио.
  жить1（特） 不完 住む
 ➡ То́кио, Ки́ото など -оで終わる地名は格変化させません。⇒ p. 34（本章文法メモ）

 私たちは横浜に住んでいます。

Мы живём в Иокогам́е.
 ➡  Иокога́ма のように -аで終わる地名は、格変化させます。⇒ p. 34（本章文法メモ）

 私は松戸市という東京近郊の町に住んでいます。

Я живу ́в гор́оде Мацудо. Это при́город Тоќио.
  при́город 近郊

 私は一人暮らしです。

Я живу ́оди́н / одна.́
 ➡「私」 が男性なら оди́н, 女性なら одна́.

 私は実家暮らしです。
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