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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。

Приветствие и ответ
プリべートストゥビエ　     イ     アトベット

Доброе утро. / Привет.
ドーブラエ　ウートラ / プリベット

Доброе утро. / Привет.
ドーブラエ　ウートラ / プリベット

Доброе утро, учитель.
ドーブラエ　ウートラ　ウチーテェリ

Доброе утро.
ドーブラエ　ウートラ

Здравствуйте.
ズドラーストブィテェ

До свидания.
ダスヴィダーニャ

Ямада!
   ヤマダ

Сато!
サト

Здесь!
ズジェシ

Здесь.
ズジェシ

Как дела?
カック　ジェラ

Ты понял(а)?
ティ　ポーニェル（男）　ティ　パニャラー（女）

Понял(а).
ポーニェル　（パニャラー）

Не понял(а).
ニェ　ポーニャル　（ニェ　パニャラー）

Спасибо, хорошо.
 スパシーバ　       ハラショウ
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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 Iwanova Rena desu.

わたしは　イワノヴァ　レナ　です。

Rosia  kara kimashita.

ロシア　から　きました。

Меня зовут Иванова Лена.
ミニャー　ザヴトゥ　   イワノヴァ      　レナ

Я из России.
ヤー イズ　ラシーィ

Очень рада познакомиться.
オーチニ　   ラーダ         パズナコーミッツァ

Как тебя зовут?
カック テビャー　ザヴトゥ

Меня зовут Сато Акико.
ミニャー  ザヴトゥ　サトウ　アキコ

Меня зовут Ямада Хироси.
ミニャー ザヴトゥ      ヤマダ　       ヒロシ

Портрет
パルトレット

※Давай напишем на своём языке.
ダバイ　       ナピーシェム　    ナ　スヴァヨーム　イジケー

イーミャ
имя

デーニ　ラジュデーニィヤ
день рождения

グデェ　ティ　ジビョーシ / フ　カコーイ　ストラニェー　ティ　ジビョーシ
Где ты живёшь / в какой стране ты живёшь

トゥバイー　リュビーミイエ        ウローキ
твои любимые уроки

カコイ   トゥヴォイ リュビーミィ      スポルト

トゥヴァヤー　リュビーマヤ　        イダー

какой твой любимый спорт

твоя любимая еда
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