
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

हुन्छ, जाऊ।
フンチャ、 ジャーウ

हुन्छ।
フンチャपानी �पउन सक्छु?

パーニ   ピウナ    サクチュー

खेल्न सक्छु?
ケルナ   サクチュ―

हुदैन/ सक्दैन�।
フダイナ / サクダイーナウ

म शौचालय जान सक्छु?
マ       サウチャラヤ   ジャーヌ   サクチュー

सोध खोज
ソダー    コーズ

मेटाउने सपट� देऊन।
メタウネ     サパティ   デウナ ल, लेउ।

ラ    レウ

धन्यबाद।
ダニヤバードゥ

स्वागत छ।
スワガタ    チャ

कृपया, देखाऊ न।
キリパヤ      デカウ     ナ

ल, हेर।
ラ    ヘラ
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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

हजूर, यसलाई के भ�नन्छ?
ハズラ         エサレ     ケ     バニディャ

[क�] भ�नन्छ।
ケヒ     バニッチャ

जापानीज भाषामा के भ�नन्छ?
ザパニズ        バサマ       ケ     バニンチャ

कृपया, �बस्तारै भन्नुसन।
クリバヤ　 ビサタレイ　  バンヌサナ

फेर� एकपल्ट् भन्नुसन।
ペリ    エカ パルタ    バンヌサナ
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