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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。

Salam dan balasannya
サラム　          ダン　              バラサンニャ

Selamat pagi.
スラマッ　       パギ

Selamat pagi.
スラマッ　       パギ

Selamat pagi, Pak/Bu.
スラマッ       　パギ　     パック / ブ

Selamat pagi.
スラマッ　       パギ

Selamat siang.
スラマッ　        シアン

Sampai jumpa lagi. 
サンパイ　ジュンパ　ラギ

Yamada.
ヤマダ

Sato.
サトウ

Hadir.
ハディール

Hadir.
ハディール

Apa kabar?
アパ　カバール

Apakah kamu sudah mengerti?
アパカー　    カム　    スダー　    ムグルティ

Saya mengerti.
サヤ　        ムグルティ

Saya tidak mengerti.
サヤ　ティダッ　ムグルティ

Baik.
バイック
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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。

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。

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

Siapa namamu?
シアパ　         ナマム

Saya Akiko Sato.
サヤ    　アキコ　  サトウ

Saya Hiroshi Yamada.
サヤ　      ヒロシ　         ヤマダ

Saya Betty Smith.
サヤ     　ベティ　      スミス

Saya dari Amerika.
サヤ　     ダリ　      アメリカ

Senang berkenalan dengan Anda.
スナン　           ブルクナラン         　ドゥガン　     アンダ

※Silakan tulis dalam bahasamu sendiri.

ナマ
nama

タンガル　ラヒール
tanggal lahir

アサル　  ヌガラ
asal negara

プラジャラン　ファフォリッ
pelajaran favorit

オララガ　ファフォリッ 

マカナン　ファフォリッ

olahraga favorit

makanan favorit

Gambar wajah
ガンバル    　ワジャー

   シラカン　トゥリス　 ダラム           バハサム　      スンディリ
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