
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

Poftim.
ポフティ厶

Desigur.
デスィグルPot să beau apă?

ポット　 サ　    ベアウ　     アパ

Pot să mă joc?
ポット   サ　   マ　ジョック

Nu este voie.
ヌ　  エステ　ボイエ

Pot să merg la toaletă?
ポット　サ　    メルグ　 ラ　   トアレタ

Rugăminți, întrebări
ルガミンツィ           　ウントレバリ

Împrumută-mi,
ウンブルムタ　       ミ

te rog, radiera.
テ  　ログ　      ラディエラ

Poftim.
ポフティ厶

Mulțumesc.
ムルツメスク

Cu plăcere.
ク　プラチェレ

Arată-mi, te rog.
アラタ　 ミ　 テ　ログ Poftim.

ポフティ厶

S0310506
ao



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

Poftim.
ポフティ厶

Desigur.
デスィグルPot să beau apă?

ポット　 サ　    ベアウ　     アパ

Pot să mă joc?
ポット   サ　   マ　ジョック

Nu este voie.
ヌ　  エステ　ボイエ

Pot să merg la toaletă?
ポット　サ　    メルグ　 ラ　   トアレタ

Rugăminți, întrebări
ルガミンツィ           　ウントレバリ

Împrumută-mi,
ウンブルムタ　       ミ

te rog, radiera.
テ  　ログ　      ラディエラ

Poftim.
ポフティ厶

Mulțumesc.
ムルツメスク

Cu plăcere.
ク　プラチェレ

Arată-mi, te rog.
アラタ　 ミ　 テ　ログ Poftim.

ポフティ厶



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

Scuzați-mă, cum se citește?
スクザツィ　マ　      クム　セ　チテシュテ

Se citește "ki".
セ　 チテシュテ　   キ

Vorbiți rar, vă rog.
ボルビツィ　ラル　   バ　  ログ

Repetați, vă rog.
レペタツィ　    バ　  ログ

Cum se spune în japoneză?
クム　  セ　   スプネ　 ウン　 ジャポネザ
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