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あいさつ  と  へんじ
 Aisatsu to henji

おはよう。
Ohayou.

Ohayou.

1

おはよう。

Yamada kun.
Hai.

はい。

 Hai, genkidesu.

はい、げんきです。Ohayou.

おはよう。

Sensei, ohayou gozaimasu.

せんせい、おはようございます。

Wakarimashitaka.

わかりましたか。

やまだ　くん。

Genki desuka.

げんき ですか。

Satou san.

さとう　さん。 Hai.

はい。

Wakarimasen.

わかりません。

?Sayounara.

さようなら。
Konnichiwa.

こんにちは。

Wakarimashita.

わかりました。

Pagbati at pagsagot
パグバティ      アット         パグサゴット

Magandang umaga.
マガンダン    　ウマガ

Magandang umaga.
マガンダン　   ウマガ

Magandang umaga po Sir/Ma'am.
マガンダン　ウマガ　   ポ　サー / マム

Magandang umaga.
マガンダン　   ウマガ

Magandang hapon po.
マガンダン　ハーポン　ポ

Paalam.
パアラム

Yamada.
ヤマダ

Sato.
サトウ

Opo.
オポ

Opo.
オポ

Kumusta ka?
クムスタ　        カ

Naintindihan mo ba?
ナインティンディハン　    モ　   バ

Naintindihan ko po.
ナインティンディハン　コ　ポ

Hindi ko po naintindihan.
ヒンディ　コ　ポ　ナインティンディハン

Mabuti po.
マブーティ　ポ
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4 5

あなた の なまえは。
Anata      no namaewa.

Boku    wa Yamada  Hiroshi      desu.

ぼく は　やまだ ひろし　です。

Watashi    wa Satou  Akiko     desu.

わたし は　さとう あきこ　です。

Yoroshiku, onegaishimasu.

よろしく、おねがいします。

Nigaoe

にがおえ

先生が訳してください。

namae
なまえ

tanjoubi
たんじょうび

sundeita             kuni
すんでいた  くに

sukina benkyou
すきな  べんきょう

sukina supootsu

sukina tabemono

すきな  スポーツ

すきな  たべもの

Watashiwa Maria Santos desu.

わたしは　マリア　サントス　です。

Firipin kara kimashita.

フィリピン　から　きました。

Ako si Maria Santos.
アコ　 シ　   マリア　      サントス

Galing ako sa Pilipinas.
  ガリン　    アコ　  サ　    ピリピーナス

Ikinagagalak ko kayong makilala.
イキナガガラック　     コ　      カヨン　         マキラーラ

Ano ang pangalan mo?
アノ　アン　パンガラン　  モ

Ako si Akiko Sato.
アコ　シ　アキコ　    サトウ

Ako si Hiroshi Yamada.
アコ　シ　     ヒロシ　        ヤマダ

※Isulat sa wika ng iyong bansa.

Larawan ng sariling mukha
ララワン　    ナン    　サリリン       　ムクハ

パンガラン

イスラッ　   サ　    ウィカ　  ナン　   イヨン　       バンサ

pangalan

カパンガナカン
kapanganakan

バンサン　    ピナンガリンガン
bansang pinanggalingan

パボリトン　サブジェクト
paboritong subject

パボリトン　スポーツ

パボリトン　    バッカイン

paboritong sport

paboritong pagkain
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