
2 3

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。

การทกัทาย และการตอบรบั
ガーンタッ（ク）ターイ　レッ　ガーントーッ（プ）ラッ（プ）

สวสัดคีรบั
サワッディー　クラッ（プ）

สวสัดคีะ่
サワッディー　（カ）

สวสัดคีรบั (คะ่) คณุครู
サワッディー　クラッ（プ）　（カ）　クンクルー

สวสัดี
サワッディー

สวสัดคีรบั (คะ่)
サワッディー　クラッ（プ）　（カ）

ไปกอ่นนะ
パイゴーンナ

ยะมะดะ
ヤマダ

ซะโต้
サトウ

ครบั
クラッ（プ）

คะ่
カ

สบายดไีหม
サバーイディーマイ

เขา้ใจไหม
カウジャイマイ

เขา้ใจครบั
カウジャイ　クラッ（プ）

ไม่เขา้ใจคะ่
マイ　カウジャイ　カ

ครบั สบายดคีรบั
クラッ（プ）　サバーイディー　クラッ（プ）
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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

ฉนัชื�อ สุภา มาชนา คะ่
チャンチュー　スパー　マーチャナー　カ

มาจากประเทศไทย
マージャーッ（ク）　プラテーッ（ト）　タイ

ยนิดทีี�ไดรู้จ้กัคะ่
インディー　ティー　ダイルージャッ（ク）　カ

เธอชื�ออะไร
トゥー　チュー　アライ

ฉนัชื�อ ซะโต ้อะคโิกะ คะ่
チャンチュー　サトウ　アキコ　カ

ผมชื�อ ยะมะดะ ฮโิรช ิครบั
ポムチュー　ヤマダ　ヒロシ　クラッ（プ）

ภาพหน้า (ภาพเหมอืน)
パーッ（プ）ナー　（パーッ（プ）ムアン）

จงเขยีนดว้ยภาษาของตวัเอง
ジョン（グ）　キアン　ドゥアイ　パーサー　コーン（グ）　トゥアエン（グ）

チュー
ชื�อ

ワングーッ（ト）
วนัเกดิ

プラテーッ（ト）　ティー　クーイ　アーサイユー
ประเทศที�เคยอาศยัอยู่

ウィチャー　ティー　ショーッ（プ）
วชิาที�ชอบ

ギーラー　ティー　ショーッ（プ）

コーン（グ）ティー　ショーッ（プ）ギン

กฬีาที�ชอบ

ของที�ชอบกนิ

わたしは　スパー　マーチャナー　です。

Tai kara kimashita.

タイ　から　きました。

Watashiwa Supa Machana desu.

※
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