
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

Pois não.
ポイス　ナオン

Sim, pode.
シン　   ポジPosso beber água?

ポッソ　   ベベール　   アグア

Posso brincar?
    ポッソ　   ブリンカール

Não, não pode.
ナオン　  ナオン　  ポジ

Posso ir ao banheiro?
ポッソ   イール  アオ　       バニェイロ

Quando pedir ou perguntar algo
クアンド　         ペジール    　オウ　      ペルグンタール　          アウゴ

Empreste-me sua
エンプレスチ　      メ　  スア Sim.

シン

Obrigado.
オブリガード

De nada.
ジ　ナーダ

Mostre-me, por favor.
モストレ　     メ　    ポル　ファヴォール Aqui está.

アキ　   エスタ

borracha, por favor.
ボハッシャ　      ポル　ファボール
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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

Por favor, como se lê isto?
ポル  ファヴォール　 コモ　     セ　レー  イスト

Lê-se "ki".
レーシ   　「キ」

Diga mais devagar, por favor.
ジーガ　    マイス　   デヴァガール　     ポル  ファヴォール

Diga mais uma vez, por favor.
ジーガ　    マイス　  ウマ　 ヴェース　ポル　ファヴォール 

Como se diz em Japonês?
 コモ     　セ   ジース  エン　  ジャポネース
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