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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�भनन्दन और उ�र
アブイナンダン     アウル  ウッタル

सुप्रभात।
スパラバト

सुप्रभात।
スパラバト

सुप्रभात अध्यापक।
スパラバト   アデヤパク

सुप्रभात।
スパラバト

नमस्कार।
ナマスカル

अल�वदा।
アルヴィダー

यामादा।
ヤマダ

सातो।
サートー

जी हाँ।
ジー   ハーン

जी हाँ।
ジー　ハーン

आप कैसे हो?
アープ　カエセー　ホ

समझ गए क्या?
サマジュー　ガエ　キャー

समझ गया।
サマジュー　ガヤ नह�ं समझा।

ナヒー　サムジャー

म� अच्छा हँू।
メー　アクシャー　フーン
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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

आपका नाम क्या है?
アプカ　ナーム　キャー　ヘエ

म� सातो अक�को हँू।
メェー　サートー　アキコ　フーン

म� �हरोशी यामादा हँू।
メェー　ヒロシ　ヤマダ　フーン

म� राजू हँू।
メェー　ラジュウ　フーン

म� �हदंसु्तान से आया हँू।
メェー　ヒンドスターン　セ・アーヤ　フーン

आपसे �मलकर बहुत ख़ुशी हुई।
アプセ         ミルカール　バーフット  クーシ　  ホイ

ナム
नाम

ジャナムディン
जन्म�दन

デシュ　ジャハーン　ラフテ　テー
देश जहाँ रहत ेथे

パサンディダー　ヴィシェー
पसंद�दा �वषय

パサンディダー　ケール

マン パラネ     カネクラ

पसंद�दा खेल

मनपन� खानेकुरा

※अपनी मातभृाषा म� �लख�।

�चत्र
チットル

   アプニ　　 マタルバシャ　   メ　    リケ

Watashiwa Raju desu.

わたしは　ラジュ　です。

インド　から　きました。
 Indo kara kimashita.
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