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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。

/ ��တ်ဆကြ်ခင်း��င့ြ်ပန်ေြဖြခင်း
ノウッセッチンニンピャンピャェチン

မဂၚ်္လာပါ||
ミンガラバー

サバフアルカイル
الخیر صباح 

علیھا الرد  و  التحیة 
アッタヒッヤワアッラドアライハ

ミンガラバー

မဂၚ်္လာပါ||

サバーフアルンウール

النور صباح 

サヤー　ミンガラーシトー　ナネッキンバー

ဆရာ မဂၚ်္လာ��ိေသာနံနက်ခင်းပါ||

サバフルアルカイルヤウスターズ

أستاذ یا  الخیر  صباح 
ミンガラバー

မဂၚ်္လာပါ||

サバフルカイル
الخیر صباح 

アッサラームアライクム

علیكم السالم 
カウントー　
ネィレーキンバー
ေကာင်း
ေသာေနလည်ခင်း
ပါ||

イラッリカー

اللقاء إلى 

ピャン　ライ　パー　オイン　メー

ြပန်လိ�က်ပါဦးမယ်||
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/
/

/ /

/
/

/
/

/
/

/

/ /

ハウッケ　キンビャー

ဟ�တ်ကဲ့/ခင်ဗျာ||

ナアム

نعم
マ　サトウ

မဆတိ�း||
アルウスターザ　サト

ساتو األستاذة 

マウン　ヤマダ

ေမာင်ယာမဒ||
ヤマダ

یامادا ハウッケ　キンビャー

ဟ�တ်ကဲ့/ခင်ဗျာ||
ナアム

نعم

ネィ　カウン　ラー
ေနေကာင်းလား||

カイファルハール

الحال؟ كیف  ハウッケ

ဟ�တ်ကဲ့||
アルハムドリッラー

لحمد� ا

ナー　レー　ビ　ラー

နားလည�်ပီလား||
ファヒムトウ

؟ فھمت

ナー　マ　レー　バ　ブー

နားမလည်ပါဘ�း||
ナー　レー　バ　ビー

နားလည်ပါ�ပီ||
ファヒムトウ

فھمت
ラムアフハム

أفھم لم 
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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。

Watashi    wa Betty  Smith desu.

わたし は　ベティ  スミス　です。

Amerika kara kimashita.

アメリカ　から　きました。

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

နာမည်ဘယ်လိ�ေခါ်ပါသလဲ||
ナンメー　ベロー　コー　バ　デェ　レー

マイスムカ

؟ إسمك  ما  イスミ　アキコ　サトウ
ساتو أكیكو  اسمي 

チャノー　ガ　ヤマダヒロシ　ロッ　コーバデェー

ကျေနာ်က ယာမဒဟိ�ိ���ိ လိ�ေ့ခါ်ပါတယ်||

イスミ　ヒロシ　ヤマダ

یامادا ھیروشي  اسمي 

チャマ　ガ　サトウアキコ　ロッ　コーバデェー

ကျမက ဆတိုးအခိကိလို ့ခေါ်ပါတယ်||

/
/

/

/

/

/

チャノー　ガ　ベッテイ　サミット　ロッ　コーバデェー

ကျေနာ်က     ဘတ်တီစမစ်       လိ�ေ့ခါ်ပါတယ်||

イスミ　ベティ スミス
سمیث بیتي  اسمي 

アメーリカ　ガ　ラーダーパー

အေမရိကက လာတာပါ||
アナカデムトミン アメリカ

أمریكا من  قدمت  أنا 

トウェ　ヤ　ダー　ワン　ター　バ　デェー

ေတွ�ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်||
タシャッラフナー

فنا تشر

ポオン　トゥー　バジー　カー

ပံ�တ�ပန်းချီကား
ラスム　スーラ　リルワジュフ

للوجھ صورة  رسم  /

ウクトゥブビルガティカ

بلغتك. اكتب  ※ကိ�ယ့ဘ်ာသာစကားနဲ ့ ေရး�ကည့ရ်ေအာင်
コッ　バーダー　ザガー　ネ　イェー　チ　ヤ　アウン

/

/

/

/

/

/

/

ア　ミィー
အမည်

アルイスム

ムウエ　ネェ
ေမွးေန ့

ターリフアルミラード
المیالد تاریخ 

ネータイン　ゲ　デ　ナイン　ガン
ေနထိ�င်ခဲ့တဲ့�ိ�င်ငံ

アルデワル　アラチ　アカムタ　ビハ
بھا أقمت  التي  الدول 

チャイ　ニッテットー　バー　ダー　イェッ
�က�ိက�်�စ်သကေ်သာ ဘာသာရပ်

アルマワッド　アルムファッダラ
المفضلة المواد 

チャイ　ニッテットー　アー　ガ　ザー
�ကိ�က်��စ်သက်ေသာ အားကစား

アッリヤーダ　アルムファッダラ

المفضلة الریاضة 

チャイ　ニッテットー　アサー　アサー

�က�ိက�်�စ်သကေ်သာ အစားအစာ
アルアクル　アルムファッダル

المفضل األكل 
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