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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。

अ�भबादन र उ�रहरु
アビバダン          ラ      ウッタルハル

शुभ प्रभात।
スバ   プラバータ

शुभ प्रभात।
スバ  プラバータ

�श�क, शुभ प्रभात।
シックシャク、 スバ プラバータ

शुभ प्रभात।
スバ プラバータ

नमस्त।े 
ナマステ

फेर� भेटौला।
ペリ    ベタウラー

यामादा बाबु।
ヤマダ     バブー

सतोऊ नानू।
サトウ     ナヌー

हजूर।
ハーズラ

हजूर।
ハーズラ

सन्चै छौ?
サンチャーイ　チャウ

बुझऊे?
ブジェーウー

हजूर, बुझ।े
ハズラ、 ブジェー अह, बु�झन।

アハ、    ブジナ

हजूर, सन्च ैछु।
ハズラ、サンチャイ　チュー
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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

�तमो नाम के हो?
ティモ     ナム     ケ   ホ

म चै सतोऊ आसाको हु।
マ チャイ サトウ         アキコ       フ

म यामादा �हरोसी हु।
マ       ヤマダ       ヒロシ      フ

म न्यान्सी लोप्स हँु।
 マ      ナンシー　   ロプサ   フ 

म नेपालबाट आएको हँु। 
マ　ネパーラバ - タ  アエコ       フ

भेटेर धेरै खुशी लाग्यो।
ベテラ デライ   クシ      ラギョ

ナーム
नाम

ザンマ ディン
जन्म �दन

パヒラ   バセコ  デース
प�हला बसेको देश

マヌパルネ ビサヤ
मनपन� �वषय

マナ パルネ ケルクディュ

マン パラネ     カネクラ

मनपन� खेलकूद

मनपन� खानेकुरा

※आफ्न ैभाषामा ले�ुहोस।् 

अनुहार को फोटो
アヌハラ    コ    フォト

   アフネイ         バサマ         レクヌホス

Watashiwa Nansi Ropusa desu.

わたしは　ナンシー　ロプサ　です。

ネパール　から　きました。
Neparu kara kimashita.
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