
いいですよ。
Iidesuyo.Keshigomu o kashite kudasai.

けしゴム　を　かして ください。

10 11

たのむとき、たずねるとき
Tanomutoki, tazunerutoki

どうぞ。
Douzo.

3

Toire ni itte iidesuka.

トイレ　に いって いいですか。

いいです。
Iidesu.

Mizu o nonde iidesuka.

みず  を のんで いいですか。

いけません。
Ikemasen.

Asonde iidesuka.

あそんで いいですか。

どういたしまして。
Douitashimashite.

Arigatou.

ありがとう。

Misete kudasai.

みせて ください。 どうぞ。
Douzo.

Ｐ11　43

Sige.
スィゲ

Puwede po ba akong uminom ng tubig?
プウェデ　    ポ　バ　   アコン     　  ウミノム    ナン トゥービッグ

Puwede po ba akong maglaro?
プウェデ   ポ  バ　アコン　マグラロ

Hindi puwede.
ヒンディ　      プエデ

Puwede po ba akong pumunta sa toilet?
プウェデ　ポ　バ　アコン　プムンタ　サ　トイレット

Paghingi ng pahintulot at pagtatanong
パグヒンギ　        ナン　     パヒントゥロット　   アット　        パグタタノン

Oo naman.
オオ　ナマン

Pahiram ng
パヒラム　    ナン

pambura mo.
パンブラ       　モ

Sige.
スィゲ

Salamat.
サラマット

Walang anuman.
ワラン　          アヌマン

Patingin.
パティンギン Sige.

スィゲ
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12 13

Mouichido itte kudasai.

もういちど いって ください。

「き」と よみます。
“Ki” to yomimasu.Sumimasen,  nanto yomimasuka.

すみません、なんと よみますか。

ゆっくり いって ください。
Yukkuri  itte kudasai.

 Nihongo de nanto iimasuka.

にほんご  で なんと いいますか。

算数3

Excuse me po, ano po ang basa dito?
エクスキューズ　    ミー   　ポ　        アノ     　ポ　      アン　      バーサ　    ディート

"Ki" ang basa diyan.
キ　    アン　バサ　   ディアン

Ano po ang tawag dito sa Japanese?
アノ　ポ　   アン　     タワグ　   ディト　サ　ジャパニーズ

Pakisabi po ulit.
パキサビ         ポ　ウリット

Pakisabi po nang dahan-dahan.
パキサビ　      ポ　    ナン　        ダーハンダーハン
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