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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。

 サバーイディー ສະບາຍດີ.

 ボンジュール　    プロフェサール      サバーイディー　クー
Bonjour professeur. / ສະບາຍດີຄູ.

 オ　ルボワール   ラーコーン
Au revoir. / ລາກ່ອນ.

 ボンジュール               サバーイディー
Bonjour. / ສະບາຍດີ.

 サリュタセィオン　エ　レポンス                    カーンタッ（ク）タイー　レ　カーントッ（ブ）
Salutations et réponses / ການທັກທາຍ ແລະ ການຕອບ

  ボンジュール

Bonjour.

 サバーイディー ສະບາຍດີ.

  ボンジュール

Bonjour.

 サバーイディー ສະບາຍດີ.

  ボンジュール
Bonjour.

ターウ　ヤマダ ທ້າວ ຢະມະນະ.

  ムッシュー　ヤマダ
Monsieur Yamada.

 プレゾン   チャーウ
Présent! / ຈ້າວ.

ナーン　サトウ ນາງ ຊະໂຕະ.

  マドモワゼル　サトーMademoiselle Sato.
チャーウ ຈ້າວ.

  プレゾン
Présente!

 サバーイディーボ ສະບາຍດີບໍ່?

  コモン　サ　ヴァComment ça va?
チャーウ、サバーイディー ຈ້າວ, ສະບາຍດີ.

サ　ヴァ　ビエン
Ça va bien.

 ヴ　ザヴェ　コンプリ                             カウチャイレーウボ

Vous avez compris?/ ເຂົ້າໃຈແລ້ວບໍ່?

カウチャイレーウ ເຂົ້າໃຈແລ້ວ.

ウィ　ジェ　コンプリOui, j'ai compris. ニャンボークンカウチャイ ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ.

ノン　ジェ　ネ　コンプロン　パNon, je ne comprends pas.
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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。

Watashi wa Betty Smith desu.

わたしは　ベティ　スミス　です。

Amerika kara kimashita.

アメリカ　から　きました。

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

   エ　ムワ　  ジュ    　マベル         　ベティ　スミス                 コーイスーヴァー　ベテイ　スミス
Et moi, je m'appelle Betty Smith. / ຂ້ອຍຊື່ວ່າ ເບັດຕີ ສະມິດ.

 ジュ　ヴィエン  ドゥ    アメリーキ                 コーイマーチャー（ク）アメリカ
Je viens de Amérique. / ຂ້ອຍມາຈາກອາເມຣິກາ.

                  アンシャンテ                       インデイテイダイフーチャッ（ク）
Enchante(é). / ຍິນດີທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ.

スーコーンチャオ　メーンヤン ຊື່ຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

  テュ　タベル　コマン
Tu t'appelles comment?

コーイスーヴァー　ヤマダ　ヒロシ ຂ້ອຍຊື່ວ່າ ຢະມະນະ ຮິໂຣະຊິ.

  ジュ　マベル　ヒロシ　ヤマダ
Je m'appelle Hiroshi Yamada.

コーイスーヴァー　サトー　アキコ ຂ້ອຍຊື່ວ່າ ຊະໂຕະ ອະກິໂກະ.

  モワ　アキコ　サトー
Moi, Akkiko Sato.  ポルトレ           フー（ブ）カーイクー

Portrait / ຮູບຄ້າຍຄື

キョンキャーン　ペン　パーサー　コーン　パセー（ド）トン ຈົ່ງຂຽນເປັນພາສາຂອງປະເທດຕົນ.

エクリオーン　ドゥ　ラ　ロング　デ　ノトリー　ぺイ
Écrivons dans la langue de notre pays.

 ノン スー
nom / ຊື່

 アニヴェルセール ヴァンカー（ド）
anniversaire / ວັນເກີດ

 ペイ　ウ　ジュ　ヴィヴェ パセー（ド）ティ　トン　ユー　パーンマー
pays où je vivais / ປະເທດທີ່ຕົນຢູ່ຜ່ານມາ

 マティエール　プレフェレー    ヴィサ　ヒャーン　ティートン　マッ（ク）
matière préférée / ວິຊາຮຽນທີ່ຕົນມັກ

 スポール　プレフェレ     キラー　ティートン　マッ（ク）
sport préférée / ກິລາທີ່ຕົນມັກ

 プラ　プレフェレ                    アハン　ティートン　マッ（ク）
plat préféré / ອາຫານທີ່ຕົນມັກ

※

※
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