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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。

Cumprimento e resposta
クンプリメント　                イ　       ヘスポスタ

Bom dia.
ボン　  ジーア

Bom dia.
ボン 　ジーア

Professor, bom dia!
プロフェッソール　    ボン　 ジーア

Bom dia.
ボン　 ジーア

Boa tarde.
ボア  タルジ

Até mais!
アテ　  マイス

Yamada.
   ヤマダ

Sato.
サトウ

Presente.
プレゼンチ

Presente.
プレゼンチ

Tudo bem?
    トゥード  　ベン

Entenderam?
  エンテンデーラン

Entendi.
エンテンジ Não entendi.

ナオン　  エンテンジ

Sim, tudo bem.
シン　  トゥード　 ベン
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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 Paula Oliveira desu.

わたしは　パウラ　オリヴェイラ　です。

Brajiru kara kimashita.

ブラジル　から　きました。

エウ　ソウ　     パウラ　    オリヴェーラ

Vim do Brasil.
ヴィン　ド　   ブラジウ

Muito prazer.
ムイト　  プラゼール

Qual é o seu nome?
 クアウ　 エー オ　 セウ　    ノーメ

Eu sou Satou Akiko.
エウ　ソウ　     サトウ　     アキコ

Eu sou Yamada Hiroshi.
エウ　ソウ　         ヤマダ　          ヒロシ

seu retrato
セウ　   ヘトラット

Escreva em português.
エスクレーヴァ　  エン　    ポルトゥゲース

ノーメ
nome

 アニヴェルサーリオ
aniversário

パイース　オンジ　 モラーヴァ
país onde morava

 エストゥード　プレフェリード
estudo preferido

エスポルチ  プレフェリード

    コミーダ　プレフェリーダ

esporte preferido

comida preferida

Eu sou Paula Oliveira.

※
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