
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

AbyMÖn ev cÖkœ Kivi mgq

オヌゴロホ、    バ　ポロショノ  コラル　    ソモイ

トイレテ　ゼテ　パリ　キ

Avwg wK Uq‡j‡U †h‡Z cvwi?

パニ　パン　コルテ　チヤイ

cvwb cvb Ki‡Z PvB& &?

テイク　アセ

wVK Av‡Q|

ケラドウラ　  コルテ　    パリ　キ

‡Ljvayjv Ki‡Z cvwi wK? ナ、      コルテ　     パロナ

bv, Ki‡Z cvi bv|

ハ、ゼテ　パロ

n¨vu, 

†h‡Z cvi|

ラバル　ダル　コルテ　パリキ

ivevi avi Ki‡Z cvwi wK|

ハ、コルテ　パロ

n¨vu, Ki‡Z cvi|

ドンノバド

ab¨ev`|

アポナケウ　ドンノバド

Avcbv‡KI ab¨ev`|

オヌゴロホ　コレ　デカベン　キ

AbyMÖn K‡i †`Lv‡eb wK|

ハ、       デクテ　パレン

n¨vu, †`L‡Z cvi|
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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

エタケ　キ　バベ　ウッチアロン　コラ　ホイ

GUv‡K wK fv‡e D”Pvib Kiv nq?

デイレ　ボルン

ax‡i ejyb|

オヌゴロホ　コレ 　アレクバル　ボレン

AbyMÖn K‡i Av‡iK evi ejyb|

エタケ　キ　ボレ　ウッチャロン　コラ　ホエ

GUv‡K ÔwKÕ e‡j D”PviY

 Kiv nq|

ザパニゼ　エテル　ウッチアロン　キ

RvcvwbR GUvi D”PviY wK?
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