
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

بله بفرمایید.
バレ ベファルマーイド

بله بفرمایید.
バレ ベファルマーイドاجازه می دهید آب بخورم؟

エジャーゼ ミーダヒード アブ ボホラム

اجازه می دهید بازی کنم؟
エジャーゼ ミーダヒード バーゼィー  コナム

نه �ی شود.
ナ ネミーシャウァド。

اجازه می دهید به توالت بروم؟
エジャーゼ ミーダヒード ベ トウァレト ベラウァム

خواهش کردن، پرسیدن
ハーヘシュ キャルダン、ポルセィダン

لطفا یک پاک کن بهم قرض بده.
ロトファン イェク パックコン ベ マン ギャルズ ベデ

بفرمایید.
ベファルマーイド

متشکرم.
モテシャッケラム

خواهش می کنم.
ハーヘシュ ミーコナム

لطفا نشان بدهید.
ロトファン ネシャン ベダヒード

بفرمایید.
ベファルマーイド
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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

ببخشید این چه خوانده می شود؟
ベバフシード イン チェ ハンデ ミーシャウァド

کی خوانده می شود.
「キ」 ハンデ ミーシャウァド

لطفا آهسته تر بگویید.
ロトファン アヘステタル ベグーイード

لطفا دوباره بگویید.
ロトファン ドバーレ ベグーイード

به ژاپنی چه می شود؟
ベ ジャポニ チェ ミーシャウァド
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