
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

Préstame tu
プレスタメ　     トゥ

goma de borrar.
  ゴマ　    デ　     ボラル

Si (tómala).
シ       （トマラ）

Gracias.
グラシアス

De nada.
デ　  ナダ

Enséñame por favor.
エンセニャメ　      ポル　ファボル Si claro.

シ　   クラロ

Sí, si 
puedes.

シ　   シ　

    プエデス

Si, claro.
シ　    クラロ¿Puedo beber agua?

プエド ベベル アグア

¿Puedo jugar?
    プエド　     フガル

No, no puedes.
ノ　  ノ　     プエデス

¿Puedo ir al baño?
プエド イル アル バニョ

Cuando pides algo o preguntas algo
 クアンド     ピデス アルゴ オ プレグンタス     アルゴ
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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

Disculpe, ¿Cómo se lee?
ディスクルペ　           コモ　     セ　レエ

Se lee "ki".
セ　レエ　「キ」

¿Cómo se dice en japonés?
 コモ　     セ　ディセ　エン　    ハポネス

Dígamelo despacio, por favor.
ディガメロ　   デスパシオ　    ポル　ファボル

Me lo puede repetir otra vez, por favor.
メ　 ロ　  プエデ　   レペティル　オトラ　ベス　  ポル　ファボル
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