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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。

ආචාර කිරීම
アーチャーラ　キレーマ

සුභ උදෑසනක්.
スバ　ウデーサナク

සුභ උදෑසනක්.
スバ　ウデーサナク

ගුරුතුමනි, සුභ උදෑසනක්.
グルトゥマニ　スバ　ウデーサナク

සුභ උදෑසනක්.
スバ　ウデーサナク

ආයුෙබෝවන්.
アーユボーワン

නැවත හමුෙවමු.
ネワタ　ハムウェム

යමද කුන්.
ヤマダ　クン

සෙතෝ සන්.
サトーサン

ඉන්නවා / ඔව්.
インナワー•オウ

ඉන්නවා / ඔව්.
インナワー•オウ

සනීෙපන්ද?
サニーペンダ

ෙත්රුනා ද?
テーウナーダ

ෙත්රුනා.
テーウナー

ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.
テールネー　     ネハ

ඔව් සනීෙපන් / ෙහොඳයි.
オウ　サニーペン•ホダイ
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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

මම ෙබටී ස්මිත් ෙවමි.
ママ ベティー スミット  ウェミ

ඇෙමරිකාෙව් සිට පැමිණිෙයමි.
アメリカウェ　  シタ　 パニミイェミ

හඳුනාගැනීම සතුටකි.
ハドナーゲニーマ　サトゥタキ

ඔයාෙග් නම?
オヤーゲ　ナマ

මම සෙතෝ අකිෙකො ෙවමි.
ママ　サトー　  アキコ  　ウェミ

මම යමද හිෙරෝෂි ෙවමි.
ママ　ヤマダ　ヒロシ　ウェミ

මුහුෙණ් රූපය
ムヒュネー ルーパヤ

ඔෙබ් රෙට් භාෂාෙවන් ලියමු
オベー　ラテー　バーシャーベン　 リヤム

ナマ
නම

ウパンディナヤ
උපන්දිනය

パディンチ　ラタ
පදිංචි වී සිටි රට

ケマティ　ウィシャヤ
කැමති විෂය

ケマティ　キリーダーワ

ケマティ　アーハーラ

කැමති �ඩාව

කැමති ආහාර

※
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