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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。

Formule de salut
フォルムレ　      デ　   サルット

Bună dimineața.
ブナ　 ディミネアツァ

Bună dimineața.
ブナ　 ディミネアツァ

Bună dimineața, domnule profesor./
ブナ　ディミネアツァ　ドムヌレ　プロフェソル　/　

doamna profesoară.
ドアムナ　プロフェソアラ

Bună dimineața.
ブナ　 ディミネアツァ

Bună ziua.
ブナ  　ジワ

La revedere.
ラ　   レベデレ

Yamada.
ヤマダ

Sato.
サト

Prezent.
プレゼントゥ

Prezent.
プレゼントゥ

Cum te simți?
クム　  テ　シムツィ

Ai înțeles?
アイ　ウンツェレス

Am înțeles.
アム　ウンツェレス

Nu am înțeles.
ヌ　  アム　  ウンツェレス

Bine.
ビネ



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。

Formule de salut
フォルムレ　      デ　   サルット

Bună dimineața.
ブナ　 ディミネアツァ

Bună dimineața.
ブナ　 ディミネアツァ

Bună dimineața, domnule profesor./
ブナ　ディミネアツァ　ドムヌレ　プロフェソル　/　

doamna profesoară.
ドアムナ　プロフェソアラ

Bună dimineața.
ブナ　 ディミネアツァ

Bună ziua.
ブナ  　ジワ

La revedere.
ラ　   レベデレ

Yamada.
ヤマダ

Sato.
サト

Prezent.
プレゼントゥ

Prezent.
プレゼントゥ

Cum te simți?
クム　  テ　シムツィ

Ai înțeles?
アイ　ウンツェレス

Am înțeles.
アム　ウンツェレス

Nu am înțeles.
ヌ　  アム　  ウンツェレス

Bine.
ビネ



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

Watashiwa            Maria               Ionesuku               desu.

わたしは　マリア　イオネスク　です。

Rumania kara kimashita.

ルーマニア　から　きました。

Mă cheamă Maria Ionescu.
マ　       ケアマ　         マリア　    イオネスク

Sunt din România.
スントゥ　 ディン　         ロマニア

Îmi pare bine.
ウミ　    パレ　      ビネ

Cum te cheamă?
クム  　テ　     ケアマ

Mă cheamă Sato Akiko.
マ　      ケアマ　        サト　    アキコ

Mă cheamă Yamada Hiroshi.
マ　      ケアマ　           ヤマダ         　ヒロシ

portretul
ポルトレトゥ

Să scriem în limba maternă.
サ　     スクリエム   　 ウン　   リンバ　            マテルナ

ヌメレ
numele

ジワ　   デ　     ナシュテレ
ziua de naștere

ツァラ　      ウンデ　      アイ  トライット
țara unde ai trăit

マテリア　プレフェラタ
materia preferată

スポルトゥ　 プレフェラット

マンカレア　 プレフェラタ

sportul preferat

mâncarea preferată

※
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