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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。

Мэндлэх
メンドゥレフ

Өглөөний мэнд.
オゥグルーニ　 メンデ

Өглөөний мэнд.
オゥグルーニ　    メンデ

Багшаа өглөөний мэнд хүргэе.
バグシャー　   オゥグルーニ　    メンデ　   フルゲイ

Өглөөний мэнд.
オゥグルーニ　    メンデ

Сайн байна уу.
サイン　        バイノー

Баяртай.
バヤルタイ

Ямада.
ヤマダ

Сато.
サトウ

Би.
ビ

Би.
ビ

Сайн уу?
サイノー

Ойлгосон уу?
オイルゴソンノー

Ойлголоо.
オイルゴロー

Ойлгосонгүй.
オイルゴソングイ

Сайн.
サイン
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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

わたしは　バットヒシグ　ハスバータル　です。

Mongoru kara kimashita.

モンゴル　から　きました。

Watashiwa Battohishigu Hasubaataru desu.

Намайг Батхишиг Хасбаатар гэдэг.
ナマイグ         バットヒシグ　      ハスバータル     　ゲデグ

Би Монголоос ирсэн.
  ビ　      モンゴロース     　イルセン

Танилцахад таатай байна.
タニルツァハッド　   タータイ　    バイン

Чиний нэр хэн бэ?
チニー　　ネレ　 ヘン  　ベ

Намайг Сато Акико гэдэг.
ナマイグ　 サトウ    アキコ    ゲデグ

Намайг Ямада Хироши гэдэг.
ナマイグ　          ヤマダヒロシ　           ゲデグ

Найзаа дуурайлган зурах
   ナイザー　      ドーライルガン　     ゾララ

※Өөрийн улсын үгээр бичье
ウーリーン　 ウルスィーン  ウゲール         ビチー

ネル
нэр

トゥルスン　オゥドゥル
төрсөн өдөр

アミダルチ　  バイサン　オロン
амьдарч байсан орон

ドゥルタイ ヒチェール
дуртай хичээл

ドゥルタイ  スポルト

ドゥルタイ　イデフ　ユム

дуртай спорт

дуртай идэх юм
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