
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

インダ　アレセテフィサル　アウタラブ　シャイウ

عند اإلستفسار أو طلب شيء အက�အညီေတာငး်ြခငး်/စံ�စမ်းေမးြမနး်ြခငး်
アクアニータウンチン．ソウン　サン　メー　ミャン　チン

/

/ /

/
/

/ /

/ /

/
/

/
/

エイン　ダー　トゥア　ロ　ヤ　バ　ダラー

အိမ်သာသွားလိ�ရ့ပါသလား||

ハル　ユメキノニ　アッザハブ　イラアルミルハド

ھل یمكنني الذھاب إلى المرحاض

သွားပါ||
トゥア　バー

タファッダル

تفضل

イエー　タウ　ロッ　ヤ　バ　ダラー

ေရေသာက်လိ�ရ့ပါသလား||

ハル　ユミキノニ　シュルブ　マー

ھل یمكنني شرب ماء ؟

ေသာက်ပါ||
タウ　パー

タファッダル

تفضل

ကစားလိ�ရ့ပါသလား||

ハル　ユミキノニ　アッライブ

ガザー　ロッ　ヤ　バ　ダラー
ھل یمكنني اللعب ؟

မရဘ�း||

ラー　ユメケン

マ　ヤ　ブー
ال یمكن

ခဲဖျက်င�ားပါ||

サッリフニ　アルマッサハ

ケー　ビャエ　ガー　バーاعطني المّساحة ေရာ့ ယ�ေလ||

タファッダル

ヨッ　ユー　レー
تفضل.

ေကျးဇ�းဘဲ||
シュクラン チー　ズー　ベー

شكرا
ကိစ�မ��ိဘ�း၊ ရပါတယ်||

アフワン ケッサ　マ　シ　ブー　ヤバーデ

عفوا

ြပပါဦး||
アリニ　ミンファデリカ ピャ　バー　オウン

أرني من فضلك �ကည့်ေလ||
タファッダル チィ　レー

تفضل
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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

ေကျးဇ�းြပ��ပီး ဖတြ်ပပါ|| 
マジラ　マホワ　アルマクトブ チェー　ズー　ピュ　ビー　ペッピャ　バー

معذرة ،كیف یقرأ المكتوب ؟ (ခိ) လိ�ဖ့တ်ပါတယ်||

アルマクトブ　ホワ　”キ”
キ　ロッ　ペッ　パーデالمكتوب ھو " كي "

ြဖည်းြဖည်းေြပာပါ||
ビブトウラヲサマハタ ピェーピェー　ピョー　バー

ببطء لو سمحت

ေနာက်တေခါက်ဖတြ်ပပါ||
マッラウフラ　ラウサマフタ ナウ　タ　コウ　ペッピャ　バー

/مرة أخرى لو سمحت

/

/

ဂျပန်လိ� ဘယ်လိ�ေြပာပါသလဲ||
キファ　タクルハ　ビアッルガトアルヤバニッヤ ジャパン　ロ　ベロー　ピョー　バ　ダレー

/كیف تقولھا باللغة الیابانیة ؟

.

.

.
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