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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。

Selamlaşma ve cevaplama
セラムラシュマ　        ヴェ　      ジェヴァプラマ

Günaydın.
ギュンアイデュン

Günaydın.
ギュンアイデュン

Günaydın öğretmenim.
ギュンアイデュン　オーレテュメニム

Günaydın.
ギュンアイデュン

Merhaba.
メリハバ

Bay bay.
バイ    バイ

Yamadakun.
ヤマダクン

Satosan.
サトウサン

Burda.
ブルダ

Burda.
ブルダ

Nasılsın?
ナセィルセィン

Anladın mı?
アンラドゥンム

Anladım.
アンラドゥンム

Anlamadım.
アンラマドゥム

Evet, İyiyim.
エヴェット、イイイム
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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

Benim adım Betty Smith. 
ベニム　アドゥム ベティ　スミス

Amerika'dan geldim.
アメリカダン　   ゲルジム

Tanıştığımıza memnun oldum.
タヌシュトゥムザ           メムヌン　   オルドゥム

Adın ne?
アドゥン　ネ

Benim adım Sato Akiko.
ベニム　   アドゥム　サトウ　  アキコ

Benim adım Yamada Hiroşi.
ベニム　   アドゥム　     ヤマダ　       ヒロシ

Yüz resmi
ユジュ  レシミ

※Sizin kendi ülkenizin dilinde yazalım
ジジン　キャンディ　ウルケニジン　  ディリンデ　   ヤザルム

イシミ
isim

ドウム　ギュニュ
doğum günü

ヤシャドゥグ　ウルケ
yaşadığı ülke

セヴディイ　デリス
sevdiği ders

セヴディイ　スポル

セヴディイ　イェメック

sevdiği spor

sevdiği yemek
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