
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

हाँ जाओ।
ハン   ジャオ

हाँ पी सकत ेहो।
ハン  ピ    サクテ   ホーक्या म� पानी पी सकता हँू?

キャー メェ    パニ     ピ     サクタ    フン

क्या म� खेल सकता हँू?
キャー  メェ  ケル      サクタ   フン

नह�ं।
ナヒ

क्या म� शौचालय जा सकता हँू?
キャー    メ    シャウチャレーア  ジャ  サクタ  フン

पूछने के समय
プチェネ   ケ      リイェ

इरेजर देना।
イレジャル   デナ ये लो।

エ    ロ

धन्यवाद। 
ダンワド

कोई बात नह�ं।
コイ   バト    ナヒ

मुझ े�दखाओ।
ムジェ   ディカオ

ठ�क है।
ティーク   ヘェ
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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

�मा करे इसे क्या पढ़त ेहै?
シャマ   カレ     イセ    キャー    パドテ   ヘェ

इसे ［क�］पढ़त ेहै।
イセ        「キ」      パドテ   ヘェ

जापानी म� इसे कैसे बोलत ेहै?
ジャパニ     メ   イセ   カエセ   ボルテ    ヘ

क्या एक बार �फरसे बताएंगे। 
キャー　エク　バル　フィルセ　バタエンゲ

कृपया धीरे बो�लये।
クパヤ　ディーメン　ボレン
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