
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

Silahkan.
シラカン

Ya, boleh.
ヤ　    ボレーBolehkah saya minum air?

    ボレカー　       サヤ　    ミヌム　  アイル

Bolehkah saya bermain?
     ボレカー　  サヤ　  ブルマイン

Tidak boleh.
  ティダッ　   ボレー

Bolehkah saya ke toilet?
ボレカー　          サヤ　    ク　トイレッ

Ketika memohon dan bertanya
クティカ　             ムモホン　           ダン　         ブルタニャ

Pinjam penghapusnya, ya.
ピンジャム　プンハプスニャ　ヤ Boleh.

ボレー

Terima kasih.
トゥリマ　     カシー

Sama-sama.
サマ　         サマ

Tolong perlihatkan ke saya.
トロン　  プルリハットカン　 ク　  サヤ Silahkan.

シラカン
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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

Maaf, itu dibacanya apa?
マアフ　   イトゥ　ディバチャニャ　    アパ

Itu dibaca "ki".
イトゥ　ディバチャ   　キ

Apa bahasa Jepangnya ini/itu?
アパ　     バハサ        　ジュパンニャ　イニ / イトゥ

Tolong ucapkan secara perlahan.
トロン　  ウチャップカン　スチャラ　   プルラハン

Tolong ucapkan sekali lagi.
トロン　 ウチャップカン　 スカリ   　ラギ
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