
2 3

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。

سالم و علیک و جواب آن
サラモアライク ウァ ジャウァベ アン

صبح بخیر.
ソブフ ベ ヘイル

صبح بخیر.
ソブフ ベ ヘイル

آقا (خانم) معلم، صبح بخیر.
アーガ ( ハーノメ ) モアレム ソブフ ベ ヘイル

صبح بخیر.
ソブフ ベ ヘイル

روز به خیر.
ルーズ ベ ヘイル

خداحافظ.
ホダ ハーフェズ

یامادا.
ヤマダ

خانم ساتو.
ハヌメ サトウ

بله.
バレ

بله.
バレ

حال ش� خوب است؟
ハーレ ショマ フーブ アスト

فهمیدید؟
ファフミーディド

بله، فهمیدم.
バレ ファフミーダム

نه، نفهمیدم.
ナ ナファフミーダム

بله خوب هستم.
バレフーブ ハスタム
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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

اسم من (آذر آریان) است.
エスメ マン ( アザール アリヤン ) アスト

از (ایران) آمدم. (ایرانی هستم)
アズ ( イーラン ) アーマデァム。( イーラニ ハスタム )

از دیدار ش� خوشوقتم.
アズ デァーダレ ショマ ホシュウァグタム

اسم ش� چیست؟
エスメ ショマ チスト

اسم من ساتو آکی کو است.
エスメ マン サトウ アキコ アスト

اسم من یامادا هیروشی است.
エスメ マン ヤマダ ヒロシ アスト

شکل (قیافه)
シェクル ( ギャフェ )

به زبان کشور خودتان بنویسید.
ベ ザバネ ケシウァレ ホデタン ベネウィセィド

エスム
اسم

ターリヘ タウァッロド
تاریخ تولد

ケシュウァリ ケ ダル アーン ゼンデギーミーキャルダム
کشوری که در آن زندگی می کردم

ダルセ モーレデ アラーゲ
درس مورد عالقه

ウァルゼシェ モーレデ アラーゲ

ギャザイェ モーレデ アラーゲ

ورزش مورد عالقه

غذای مورد عالقه

Watashiwa Azaru Arian desu.

わたしは　アザール　アリアン　です。

Iran kara kimashita.

イラン　から　きました。

※
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