
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。

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

Будь ласка.

Так, можна.
Можна попити води?

Please lend me 
an eraser.

O.K.

Thanks. You're welcome. 

Show me, please.
Here you are. 

ヤク ポプロスィーティ、ヤク ザプィターティ

Як попросити, як запитати

モージュナ ウ トゥアレート
Можна в туалет? ブディ ラースカ

モージュナ ポプィーティ ヴォディー
いいです。

タク、モージュナ

モージュナ ポフラーティ
Можна пограти? ネ モージュナ

Не можна.
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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。

Douitashimashite.
Arigatou.

ありがとう。

Misete kudasai.

みせて ください。 どうぞ。
Douzo.

Ｐ11　43

Yes.
May I go to the toilet?

Yes.
May I have a drink of water?

May I play?
No.  

When asking for/about something Звичайно.

Дякую.

Можеш позичити
ズヴィチャーイノ

デャークユ
どういたしまして。 

プローシュ / ネマ ザーシチョ
Прошу / Нема за що.

ポカジー、ブディ ラースカ
Покажи, будь ласка.

ズヴィチャーイノ、ディヴィーシ
Звичайно, дивись.

モージェシ ポズィーチティ

ズティラーチク
стирачку



12 13

Mouichido itte kudasai.

“Ki” to yomimasu.Sumimasen,  nanto yomimasuka.

すみません、なんと よみますか。

Yukkuri itte kudasai.

Nihongo de nanto iimasuka.

にほんご  で なんと いいますか。

算数3

「き」と よみます。 

もういちど いって ください。

Повторіть ще раз, будь ласка.

How do you say it in Japanese? 

ヴィーバチテ、ヤク ツェ チターイェチャ？
Вибачте, як це читається?

ツェ チターイェチャ «キ»
Це читається «КІ».

ゆっくり いって ください。
ホヴォリーチ ポヴィールニシェ、ブディ ラースカ

Говоріть повільніше, будь ласка.

ポヴトリーチ シチェ ラズ、ブディ ラースカ



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  

算数3

Excuse me, how do you read this? It's read as "ki". 

Please say it slowly. 

Please say it again.  

で なんと いいますか。
ヤク ツェ スカザーティ ヤポーンシコユ

Як це сказати японською?




