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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.

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。

Привітання і відповідь Yamada.

Sato.

Here.

Here. 

How are you?

Do you understand?

I understand. I don't understand.  

I'm fine.  

プリヴィターンニャ イ ヴィードポヴィディ

ドーブロホ ランク
Доброго ранку.
/ プリヴィート
/ Привіт.

ドーブロホ ランク
Доброго ранку.
/ プリヴィート
/ Привіт.

せんせい、おはようございます。

ドーブロホ ランク、 パネ ヴチーテリュ
Доброго ранку, пане вчителю.

ドーブリ デーニ
Добрий день.

ド ポバーチェンニャ
До побачення.

ドーブロホ ランク
Доброго ранку.
/ プリヴィート
/ Привіт.
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あいさつ  と  へんじ
Aisatsu to henji

おはよう。
Ohayou.

Ohayou.
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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.

?Sayounara.

さようなら。
Konnichiwa.

こんにちは。

Wakarimashita.

Greetings and replies

Good morning.
Good morning.

Good morning, teacher.
Good morning. 

Hello.
Good bye.

Ямада!

Сато!

Тут!

Тут.

わかりました。 

Зрозумів/ зрозуміла.

わかりません。

Добре, дякую.

ヤマダ
トゥト

サトウ トゥト

ヤク スプラーヴィ
Як справи? ドーブレ、デャークユ

ティ ズロズミーウ/ ズロズミ ―ラ
Ти зрозумів/ зрозуміла?

ズロズミーウ/ ズロズミーラ ネ ズロズミーウ/ ズロズミーラ
Не зрозумів/ зрозуміла.
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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 Homenko Okusana desu.

わたし は　

Ukuraina kara kimashita.

ウクライナ　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

Мене звати Хоменко Оксана.

Мене звати Яамада Хіроші.

A picture of your face     

※Please write in your own language.

name

birthday

countries you have lived in

favorite subject

favorite sports

favorite food

ヤク テベー ズヴァーティ
Як тебе звати? メネー ズヴァーティ サトウ アキコ

Мене звати Сато Акіко.

メネー ズヴァーティ ヤマダ ヒロシ

ヤ ズ ウクライーヌィ
Я з України.

ドゥージェ ラダ ポズナヨームィティシャ
Дуже рада познайомитися.

ホメンコ オクサナ　です。

メネー ズヴァーティ ホメンコ オクサナ



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

I am Betty Smith.

I am from America.

Nice to meet you.

What is your name?
I am Akiko Sato.

I am Hiroshi Yamada.

Портрет

※Будь ласка, напиши рідною мовою

ポルトレート

ブディ ラースカ、ナピシー リードノユ モーヴォユ

イムヤー タ プリーズヴィシチェ
Ім’я та прізвище

デーニ ナロージェンニャ
День народження

ウ ヤキー クライーニ ティ ジウ/ ジラ
У якій країні ти жив/ жила

トヴィー ウリューブレニー ウロク
Твій улюблений урок

トヴィー ウリューブレニー ウィド スポールトゥ
Твій улюблений вид спорту

トヴォヤ ウリューブレナ イージャ
Твоя улюблена їжа




