
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

Faveurs et questions / ເວລາຮ້ອງຂໍ/ ເວລາສອບຖາມ
 ファヴォール　     エ　         ケスチィオン                 ヴェラーホーンコー　ヴェラーソー（ブ）ター（ム）

 エス　ク　ジェ　ブ　アレ　オ　トワレット
Est-ce que je peux aller aux toilettes? 

（コアヌヤー（ド））バイホーンナ（ム）チャダイボ
(ຂໍອະນຸຍາດ) ໄປຫ້ອງນໍ�າຈະໄດ້ບໍ່?  ウィ スーン

Oui. / ເຊີນ.

エス　ク　ジェ　ブ　アレ　ブワール　ドワロ
Est-ce que je peux aller boire de l'eau?

（コアヌヤー（ド））ディムナ（ム）チャダイボ
(ຂໍອະນຸຍາດ) ດື່ມນໍ�າຈະໄດ້ບໍ່?  ウィ    ダイ

Oui. / ໄດ້.

エス　ク　ジェ　プー　アレ　ジュエ
Est-ce que je peux aller jouer?

コリンナ（ム）ダイボ
ຂໍຫຼິ້ນໄດ້ບໍ່?  ノン     ボーダイ

Non. / ບໍ່ໄດ້.

トゥ　厶　プレット　タ　ゴム　ア　エファセ
Tu me prête ta gomme à effacer?

エ（ム）ヤーンルッ（プ）デー
ຢືມຢາງລຶບແດ່?

ウィ
Oui.

アウ　ノー
ເອົາແມ.

 メルシ       コー（ブ）チャイ
Merci. / ຂອບໃຈ.

 ド　リヤン               ボーペンヤン
De rien. / ບໍ່ເປັນຫຍັງ.

モント　モワ　シル　トゥ　プレ
Montre-moi s'il te plaît.

カルナー　ハイブン　デー
ກະລຸນາໃຫ້ເບິ່ງແດ່.

 テェンソ        スーン
Tiens. / ເຊີນ.
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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

エクスキュゼモワ　　 　コモン      　サ　ス　リ
Excusez-moi, comment ça se lit?

コトー（ド）　トワニ　アーンヴァーネーウダイ
ຂໂທດ, (ຕົວນີ້) ອ່ານວ່າແນວໃດ?

 サ　ス　リ　キ   アーンヴァー　キ
Ça se lit "ki". / ອ່ານວ່າ "ກິ"

ヴ　          ポリエ          　レペテ
Vous pourriez répéter.
カルナー　ヴァーウクーンイー（ク）トゥアーヌン
ກະລຸນາເວົ້າຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

ディトゥ　ロ　ロンドゥモン　        シル　ヴ　        プレ
Dites le lentement, s'il vous plaît.

カルナーヴァーサー
ກະລຸນາເວົ້າຊ້າໆ.

 コモン        サ  ス  ディ オン　ジャポネ          パーサー　イブン　ヴァーウ　ネーウダイ
Comment ça se dit en japonais? / ພາສາຍ່ີປຸ່ນເວົ້າແນວໃດ?
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