
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

Пожалуйста.
パジャールスタ

Да, можно.
ダ　モージュナМожно попить воды?

モージュナ　   パピッチ　   ヴァディ

Можно поиграть?
モージュナ　パイグラーチ

Нельзя.
ニェリジャー

Можно в туалет?
モージュナ　フ　トゥアレートゥ

Как попросить, как спросить
カック　パプラシーチ / カック　スプラシーチ

Можешь одолжить
モージェシ　      アダルジーチ　

ластик?
ラスティック

Конечно.
カニェーシュナ

Спасибо.
スパシーバ　ハラショウ

Пожалуйста. / Не за что.
パジャールスタ / ニ　ザ　シュト

Покажи, пожалуйста.
パカジー　         パジャールスタ Конечно, смотри.

    カネーシュナ　スマトゥリー
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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

Извините, как это читается?
イズヴィニーチェ　カック　エタ　チターイェッツァ

Это читается "ки".
エタ　チターイェッツァ　キィ

Говорите медленнее, пожалуйста.
ガヴァリーチェ　メードレンニェイェ　パジャールスタ

Повторите ещё раз, пожалуйста.
パフタリーチェ　イショーラス　パジャールスタ

Как это сказать по-японски?
カック エータ スカザーチ        パ　イポンスキ
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