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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。

Saludos y respuestas
サルドス イ レスプエスタス

Buenos días.
ブエノス　  ディアス

Buenos días.
ブエノス　  ディアス

Buenos días, profesor.
ブエノス　   ディアス　 プロフェソル

Buenos días.
ブエノス　  ディアス

Buenas tardes.
ブエノス　タルデス

Adiós.
アディオス

Yamada.
   ヤマダ

Sato.
サトウ

Presente.
プレセンテ

Presente.
プレセンテ

¿Como estás?
    コモ　    エスタス

¿Entendieron?
  エンテンディエロン

Si, entendí.
シ　   エンテンディ

No, no entiendo.
ノ　  ノ　エンティエンド

Bien, gracias.
ビエン　グラシアス
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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 Nanshi Ropesu desu.

Supein kara kimashita.

スペイン　から　きました。

わたしは　ナンシー　ロペス　です。

¿Cómo te llamas?
 コモ テ ジャマス

Me llamo Akiko Sato.
メ ジャモ アキコ サトウ

Me llamo Hiroshi Yamada.
メ       ジャモ       ヒロシ    ヤマダ

Yo me llamo Nancy Lopez.
ヨ    メ    ジャモ     ナンシー      ロペス

Vengo de España.
ベンゴ デ エスパニャ

Mucho gusto.
ムーチョ　    グスト

※Escribe en tu idioma.

ノンブレ
nombre

 クンプレアニョス
cumpleaños

パイス（パイセス）　ドンデ　アス　ビビド
país(países) donde has vivido

 マテリア プレフェリダ
materia preferida

    デポルテ     ファボリト

    コミダ      プレフェリダ

deporte favorito

comida preferida

Dibuja tu retrato
ディブハ　トゥ　レトラート
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