
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

Tabii.
タビイ

İçebilirsin.
イジェビリルシンSu içebilir miyim?

ス　 イチェビリル　   ミイム

Oyun oynayabilir miyim?
オユン　オイナヤビリル　  ミイム

Olmaz.
オルマズ

Tuvalete gidebilir miyim?
トゥヴァレテ　  ギデビリル　  ミイム

Rica ederken, soru sorarken
リジャ　      エデルケン、            ソル　         ソラルケン

Silgiyi ödünç
シリギイ　オドュンチュ

alabilir miyim.
アラビリル　ミイム

Elbette.
エルベッテ

Teşekkürler.
テシェッキュリュレル

Bir şey değil.
ビル   シェイ   デイル

Gösterirmisin lütfen.
ゴステリリミシン　   リュチュフェン Tabii.

タビイイ
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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

Afedersin, bu nasıl okunuyor?
アフェデリシン、   ブ　  ナスル　   オクヌヨル

(ki) diye okunur.
（キ）   ディエ　 オクヌル

Yavaşça söyleyin lütfen.
ヤヴァシュチャ    　ソイレイン　  リュチュフ

Bir kez daha söyleyin lütfen.
ビル　  ケズ　   ダハ        ソイレイン    リュチュフェン

Bu Japonca nasıl söylenir?
ブ　     ポンジャ　  ナスル　 ソイレニル
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