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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。

シュボ ショカル

শুভ সকাল|

サル . メダム , シュボ ショカル

�ার/�াডাম শুভ সকাল|

シュボ 　デイン

ïf w`b|

シュボ　ビダイ

শুভ িবদায়|

シュボ ショカル

শুভ সকাল| 

シュボ ショカル

শুভ সকাল|

ヤマダ

 ইয়ামাদা|

ジョナブ　サトウ

 জনাব সােতাউ|

ケモン　アセン

 েকমন আেছন? ジ  バロ　アチ

িজ,ভােলা আিছ| 

ジ

িজ|

ジ

িজ|

ブズテ　ペレセン

 বুঝেত েপেরেছন?

ブズテ　ペレチ

বুঝেত েপেরিছ| 
ブジニ

বুিঝিন|

স�াষণ ও জবাব
ションバション エボン ジョバブ
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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

アポナル　ナム　   キ

আপনার নাম িক? アマル　    ナム　     サトウ　       アキコ

আমার নাম সােতাউ আিকেকা|

ポロテイキリチ

 �িতকৃিত|

アマル     ナム　     ヒロシ　       ヤマダ

আমার নাম িহেরািশ ইয়ামাদা|

ドヤ     コレ　   アポナル   　ニジェル　バサ  　デイイェ

 ※দয়া কের আপনার িনেজর ভাষা িদেয়|

アマル　  ナム　ベテイ　スミス

Avgvi bvg ‡ewÆ w¯§_|

アメリカ　       テケ　    エセチ

আেমিরকা েথেক এেসিছ|

アモナル　    サテ　    ポリチト　 ホェ　  クシ　  ホラム

 আপনার সােথ পিরিচত হেয় খুিশ হলাম|

ナム

নাম

ジョンモデイン

জ�িদন

ポソンデル  　ポラシュナル　  ビソイ

পছে�র পড়ােশানার িবষয়

ポションデル　ケラヅラ
পছে�র েখলাধুলা

ポソンデル　カバル
পছে�র খাবার

ゼ　    デセ     　ボソバス　 コロテ
েয েদেশ  বসবাস করেত

Watashi    wa Betty  Smith desu.

わたし は　ベティ  スミス　です。

Amerika kara kimashita.

アメリカ　から　きました。
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