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１ E+wfqwfpum;ESSSifhaepOftoHk;tE+ef;rsm; 

  フノセザガーフニンネイジンアトーンアフﾉウンミャー 

 

r*FvmeHeufcif;yg? 

ミンガラ ナンネキンバ。 

 

r*Fvmaehyg? 

ミンガラ ネイバ。 

 

r*Fvmnaecif;yg? 

ミンガラ ニャネキンバ。 

 

oGm;ygtHk;r,f? 

トゥワーバオウンメ。  

 

r*Fvmnyg? 

ミンガラニャバ。 

 

aeaumif;@Jhvm;? 

ネイカウンイェーラ。 

 

aeaumif;ygw,f? 

ネイカウンバデ。 

 

b,foGm;rvdkhvJ? 

ベートゥワーマロウレ。 

 

１ Greetings and daily conversation 

挨拶と日常会話 

 

Good morning. 

お早うございます。 

 

Good afternoon. 

今日は。 

 

Good evening. 

今晩は。 

 

Good-bye. 

さようなら。 

 

Good night. 

お休みなさい。 

 

How are you? 

お元気ですか。 

 

I’m well. 

元気です。 

 

Where are you going? 

どちらへお出かけですか。 
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&moDOwkom,mw,faemf? 

ヤディウドゥ タヤデノ。 

 

ylw,faemf? 

プーデノ。  

 

at;w,faemf? 

エーデノ。 

 

aus;Zl;yJJaemf? 

チェーズーベノ。 

 

aus;Zl;wifygw,f? 

チェーズーティンバデ。 

 

aus;Zl;trsm;juD;wifygw,f? 

チェイズー アミャージーティンバデ。 

 

udpPr@dSygbl;?   

ケイサ マシイバブー。 

 

cGifhv$wfyg? 

クウィンフルパ。 

 

pdwfrylygeJh? 

セイ マプバネ。 

 

Nice weather, isn’t it? 

いい天気ですね。 

 

It’s hot!  

暑いですね。 

  

It’s cold! 

寒いですね。 

 

Thanks. 

ありがとう。 

 

Thank you. 

ありがとうございます。 

 

Thank you very much. 

どうもありがとうございます。 

 

Not at all. 

どういたしまして。 

 

I’m sorry . 

ごめんなさい。 

 

Never mind. 

心配しないで。 
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OD;atmifrdk;vm;? 

ウ・アウンモーラ。 

 

atmifrdk;yg? 

アウンモーバ。 

 

atmifrdk;vdkhac:ygw,f? 

アウンモーローコバデ。  

 

usaemfuatmifrdk;_zpfygw,f? 

チャノガ アウンモーピィパデ。 

 

emrnfb,fvdkac:ygovJ?   

ナーメ ベローコバダレ。 

 

usaemfa_ymwmem;vnfovm;? 

チャノピョーダ ナーレダラ。 

 

em;vnfygw,f? 

ナーレバデ。 

 

eJJeJyg;yg;awmh em;vnfygw,f? 

ネネパーパード ナーレバデ。 

 

em;rvnfbl;? 

ナーマレブー。 

 

Mr. Aung Moe? 

アウンモーさんですか。 

 

Aung Moe. 

アウンモーです。 

 

My name is Aung Moe.  

アウンモーと言います。 

 

I’m Aung Moe. 

わたしはアウンモーです。 

 

Could you tell me your name? 

お名前は何とおっしゃいますか。 

 

Do you understand me? 

わたしの言っていることが分かりますか。 

 

Yes, I do. 

分かります。 

 

Yes, a little  

すこしだけ分かります。 

 

No, I don’t. 

分かりません。 
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*syefvdka_ymwwfovm;? 

ジャパンロー ピョダタラ。 

 

eJeJbJa_ymwwfw,f? 

ネネベ ピョダテ。 

 

xyfa_ymay;ygtHk;vm;? 

タピョペーバオウンラ。 

 

a_z;a_z;a_ymay;yg? 

ピェービェーピョペーバ。 

 

bmvdkcsifovJJ? 

バロージンダレ。 

 

*syeftbd"mefvdkcsifygw,f? 

ジャパンアビダン ロージンバデ。 

 

bmudk}udKufovJ?  

バゴ チャイタレ。 

  

toD;tESH}udKufw,f?  

アティアフナン チャイテ。 

 

trJom;udkr}udKufbl;? 

アメダーゴ マチャイプー。 

 

Can you speak Japanese? 

日本語を話せますか。 

 

I can speak Japanese a little. 

少しだけ話せます。 

 

Will you please say it again? 

も一度言ってくれますか。 

 

Speak more slowly, please. 

ゆっくり話してください。 

 

What would you like? 

何が欲しいですか。 

 

I would like a Japanese dictionary. 

日本語の辞典が欲しいです。 

 

What do you like? 

何が好きですか。 

 

I like fruit. 

果物が好きです。 

 

I don’t like beef. 

牛肉は好きではありません。 
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２ oGm;w,f/   roGm;bl;   

 トゥワーデ、 マトゥワーブー 

 

usaemfausmif;udkoGm;w,f? 

チャノ チャウンゴ トゥワーデ。 

 

usaemfausmif;udkroGm;bl;? 

チャノ チャウンゴ マトゥワーブー。 

 

ausmif;udkoGm;w,f? 

チャウンゴ トゥワーデ。 

 

usaemfwDAGDudkjunfhw,f? 

チャノ ティビーゴ チィデ。 

 

usaemfwDAGDudkrjunfhbl;? 

チャノ ティビーゴ マチィブー。 

 

pmtkyfzwfw,f? 

サオウ パッテ。 

 

trJom;rpm;bl;? 

アメダー マサーブー。 

 

a@aomufw,f? 

イェ タウテ。 

 

２ I go,       I don’t go 

行きます、 行きません 

 

 I go to school. 

 わたしは学校へ行きます。 

 

 I don’t go to school. 

  わたしは学校へ行きません。 

 

 I go to school. 

  学校へ行きます。 

 

I watch TV. 

  わたしはテレビを見ます。 

 

 I don’t watch TV. 

わたしはテレビを見ません。 

 

I read a book. 

  本を読みます。 

 

I don’t take beef. 

牛肉を食べません。 

 

I drink water. 

水を飲みます。 
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３ oGm;ovm; 

    トゥワーダラ 

 

cifAsm;ausmif;udkoGm;ovm;? 

カミャー チャウンゴ トゥワーダラ。 

 

cifAsm;ausmif;udkroGm;bl;vm;? 

カミャー チャウンゴ マトゥワーブーラ。 

 

ausmif;udkoGm;ovm;? 

チャウンゴ トゥワーダラ。 

 

wDAGDudkjunfhovm;? 

ティビーゴ チィダラ。 

 

wDAGDudkrjunfhbl;vm;? 

ティビーゴ マチィブーラ。 

 

pmtkyfzwfovm;? 

サオウ パッタラ。 

 

rkefhpm;ovm;? 

モウン サーダラ。 

 

a@aomufovm;? 

イェ タウタラ。 

 

３ Do you go? 

行きますか 

 

Do you go to school? 

 あなたは学校へ行きますか。 

 

 Don’t you go to school? 

  あなたは学校へ行きませんか。 

 

 Do you go to school? 

  学校へ行きますか。 

 

Do you watch TV? 

  テレビを見ますか。 

 

 Don’t you watch TV? 

  テレビを見ませんか。 

 

Do you read books?  

  本を読みますか。 

 

Do you eat cakes? 

お菓子を食べますか。 

 

What about drinking water? 

水を飲みますか。 
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４ oGm;r,f/  oGm;w,f  

  トゥワーメ、 トゥワーデ 

 

reufzefausmif;udkoGm;r,f? 

マネッパン チャウンゴ トゥワーメ。 

 

raehuausmif;udkoGm;w,f? 

マネッガ チャウンゴ トゥワーデ。 

 

reufpmudkpm;ovm;? 

マネッサーゴ サーダラ。 

 

rpm;bl;? 

マサーブー。 

 

reuf_zef@kyf@SifoGm;junfhr,f? 

マネッピャン ヨウシントゥワーチィメ。 

 

raehurdk;@Gmw,f? 

マネガ モーユワデ。 

 

raehurdk;r@Gmbl;? 

マネガ モーマユワブー。 

 

raehurdk;r@Gmbl;vm;? 

マネガ モーマユワブーラ。 

 

４ I’ll go,     I went 

    行きます、行きました 

 

I’ll go to school tomorrow. 

あした学校へ行きます。 

 

I went to school yesterday. 

きのう学校へ行きました。 

 

Did you have breakfast? 

朝ごはんを食べましたか。 

 

No, I did’nt. 

食べませんでした。 

 

I’ll go to the cinema. 

あした映画を見に行きます。 

 

There was a rain yesterday. 

きのう雨が降りました。 

 

There was not a rain yesterday.  

きのうは雨が降りませんでした。 

 

Didn’t you have rain yesterday? 

きのうは雨が降りませんでしたか。 
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５ aeaew,f 

   ネイネイデ。 

 

tckwdkusdK̂rdKhrSmaeaeygw,f? 

アク トウチョウミョーフマ ネイネイバデ。 

 

rdk;@Gmaew,f? 

モーユワネイデ。 

 

wDADGudkjunfhaew,f?  

ティビーゴ チィネイデ。 

 

wDADGjunfhaevm;? 

ティビーチィネイラ。 

 

owif;pmudkzwfaew,f? 

ダディンザーゴ パッネイデ。 

 

xrif;pm;aew,f? 

タミン サーネイデ。 

 

tvkyfvkyfaew,f? 

アロウ ロウネイデ。 

 

ydkufqHtdwf@Smaew,f? 

パイサンエイ シャーネイデ。 

 

５ I am living 

  住んでいます 

 

I am living in Tokyo. 

いま東京に住んでいます。 

 

It is raining. 

雨が降っています。 

 

I’m watching TV. 

テレビを見ています。 

 

Are you watching TV? 

テレビを見ていますか。 

 

I’m reading a newspaper. 

新聞を読んでいます。 

 

I’m eating a meal. 

ごはんを食べています。 

 

I’m doing my work. 

仕事をしています。 

 

I’m looking for my wallet. 

財布を探しています。 
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６ a@muf̂yD 

 ヤウピー 

 

wdkusdKblwm@kHudka@muff̂yD? 

トウチョウブダヨウウンゴ  ヤウピ。 

 

rpPwmwmeca@mufae^yDvm;? 

ミスタータナカ ヤウネイピラ。 

 

rdk;wdwf̂yDvm;? 

モー テイピラ。 

 

um;a@muf̂yD? 

カー ヤウピ。 

 

q,fhESpfem@Dxdk;ae^yD? 

セフニナーイ トーネイピ。 

 

reufpmpm;^yD;^yDvm;? 

マネサ サーピービラ。 

 

pma@;^yD;^yD? 

サ イェーピービ。 

 

owif;pmudkzwf̂yD;^yD? 

ダディンザゴ パッピービ。 

 

６ I’ve arrived 

    着きました 

 

I’ve got to Tokyo Station. 

東京駅に着きました。 

 

Mr.Tanaka, has he arrived here? 

田中さんは着きましたか。 

 

Has the rain stopped? 

雨はやみましたか。 

 

The car has arrived. 

自動車が来ました。 

 

It’s twelve o’clock right now. 

もう12時になりました。 

 

Have you already had your breakfast? 

朝ごはんはもうすみましたか。 

 

I’ve written a letter. 

手紙を書き終えました。 

 

I’ve read the paper. 

新聞を読み終えました。 
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７ acG;@Sdw,f/     pmtkyf@Sdw,f 

  クウェシイデ、サオウシイデ 

 

[dkae@mrSmacG;@Sdw,f? 

 ホネイヤフマ クウェシイデ。 

 

'DrSmpmtkyf@Sdw,f?  

ディフマ サオウシイデ。 

 

wdkusdKrSmoli,fcsif;@Sdw,f? 

トチョウフマ タゲジンシイデ。 

 

tcef;xJrSmwDADG@Sdw,f? 

アカンデフマ ティビーシイデ。 

 

pm;yGJ@JhatmufrSmajumif@dSw,f? 

サブウェイェアウフマ チャウンシイデ。 

 

trdk;ay:rSmiSuf@dSw,f? 

アモーポフマ フンゲシイデ。 

 

pmoifausmif;@Jhb,fzufrSm@Jpcefh@dSw,f? 

サティンジャウンイェベベッフマ イェサカンシイデ。  

 

b%fwdkuf@JhnmzufrSmpmtkyfqdkif@dSw,f? 

バンダイイェニャベッフマ サオウサインシイデ。 

 

７ There is a dog,   There is a book 

  犬がいます､  本があります 

 

There is a dog over there. 

あそこに犬がいます。 

 

There is a book here. 

ここに本があります。 

 

My friend lives in Tokyo. 

東京に友だちがいます。 

 

There is a TV in my room. 

部屋の中にテレビがあります。 

 

There is a cat under the table. 

机の下に猫がいます。 

 

There is a bird over the roof. 

屋根の上に鳥がいます。 

 

There is a police box on the left of a school. 

学校の左側に交番があります。 

 

There is a bookshop on the right of a bank 

銀行の右側に本屋があります。 

 

mailto:acG@Sdw,f/
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８   ～yg/    r ～ eJh  

  ～バ、  マ ～ ネ 

 

pm;yGJ@JhatmufrSmxm;yg? 

ザブウェイェアウフマ ターバ。 

 

t_yifrSmapmifhyg? 

アピィンフマ サウンバ。 

 

um;ay:wufyg? 

カーポ テバ。 

 

_ref_refvkyfyg? 

ミャンミャン ロウパ。 

   

  pD;u@ufromufygeJh? 

シーガレ マタウパネ。 

   

  'Da@romufygeJh? 

ディイェ マタウパネ。 

 

'DrSmum;r@yfygeJh? 

ディフマ カー マヤッパネ。 

 

'Dudkr0ifygeJh? 

ディゴ マウィンバネ。 

 

８ Do -,   Don't do - 

    ～しなさい、 ～してはいけません 

 

 Put it under the desk. 

机の下に置きなさい。 

 

 Wait a moment outside. 

外で待ちなさい。 

 

 Ride in my car. 

  車に乗りなさい。 

 

 Make it quickly. 

早くしなさい。 

 

 Don't smoke. 

  たばこを吸ってはいけません。 

 

Don't drink this water. 

この水を飲んではいけません。 

 

 Don’t park your car here. 

  ここに車を停めてはいけません。 

  

  Don't enter here. 

  ここに入ってはいけません。 
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９ ay;yg/     ju@atmif 

  ペーバ、 ジャヤアウン 

 

'DrSmemrnfa@;ay;yg? 

ディフマ ナーメイェーペーバ。 

 

aps;avsmhay;yg? 

ゼｴーショーペーバ。 

 

_ref_refvkyfyg? 

ミャンミャンロウパ。 

 

usaemhaemufudkvdkufcJhyg? 

チャノナウコ ライケバ。 

 

vzuf@nfaomufju@atmif? 

ラペイェ タウジャヤアウン。 

 

'DrSmxdkifju@atmif? 

ディフマ タインジャヤアウン。 

 

twlwlxrif;pm;ju@atmif? 

アトゥドゥ タミン サージャヤアウン。 

 

vufzuf@nfqdkifrSmawGhju@atmif? 

ラペイェサインフマ トゥヱージャヤアウン。 

 

９ Please,      Let’s-  

  ～してください､  ～しましょう 

 

Please write the name here. 

ここに名前を書いてください。 

 

Could you give me a discount? 

安くして下さい。 

 

Please do quickly. 

急いでしてください。 

 

 Please come about me. 

  わたしについて来てください。 

 

How about a cup of tea. 

  お茶を飲みましょう。 

 

 What about sitting down here. 

  ここに座りましょう。 

 

Let's have a meal together. 

一緒に食事しましょう。 

 

 Let’s get together at the coffee bar. 

喫茶店で会いましょう。 
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10  bm/     bm_zpfvdkh  

バ、   バピィロウ 

 

  tJ'Dawmifubmvdkac:ovJ? 

エディタウンガ バロウコダレ。 

 

  'gbmyef;vJ? 

ダ バパンレ。 

 

  bmpmtkyfzwfcsifovJ? 

バサオウ パッチンダレ。 

 

  tckbmvkyfaeovJ? 

アクバロウネイダレ。 

 

  bm_zpfvdkhaps;odyfjuD;ovJ? 

バピィロー ゼェｰテイチｰダレ。 

 

  bmvdkh*syefudka&mufvmovJ? 

バロー ジャパンゴヤウラダレ。 

 

  bm_zpfvdkh'DDum;0,fcJhovJ? 

バピィロー ディカーウェゲダレ。 

 

  bmvdkhtvkyfroGm;ovJ? 

バロー アロウ マトゥワーダレ。 

 

10 What?    Why?  

    なに､    なぜ 

 

  What mountain is that mountain? 

あの山は何という山ですか。 

 

 What flower is this? 

  これは何という花ですか。 

 

 What book would you like to read? 

何の本を読みたいですか。 

 

 What is being done now? 

いま何をしていますか。 

 

 Why is it so expensive? 

なぜこんなに(値段)高いのですか。 

 

 Why did you come to Tokyo? 

なぜ日本に来たのですか。 

 

 Why did you buy this car? 

なぜこの車を買ったのですか。 

 

 Why didn't you go to the office? 

  なぜ仕事に行かなかったのですか。 
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11  b,f/     b,fol  

   ベ、  ベドゥ 

 

  b,frSmaeovJ? 

ベフマ ネイダレ。 

 

  tdrfomb,frSmvJ? 

エインダーベフマレー。 

 

b,frSmxrif;pm;ovJ? 

ベフマ タミンサーダレ。 

 

  b,fuvmovJ? 

ベガ ラダレ。 

 

  b,folutJ'Dvdka_ymovJ? 

ベドゥガ エディロー ピョダレ。 

 

  'gb,fol[mvJ? 

ダ ベドゥハレ。 

 

  raehub,folvmcJhovJ? 

マネーガ ベドゥラゲダレ。 

 

  tJ'Drdef;cav;b,folvJ? 

エディメインガレ ベドゥレ。 

 

11 Where?   Who? 

    どこ、  誰 

 

 Where are you living? 

どこに住んでいますか。 

 

Where’s the rest room? 

トイレは何処ですか。 

 

  Where did you have a meal? 

どこで食事をしましたか。 

 

  Where did you come from? 

どこから来ましたか。 

 

  Who said this? 

誰がそのように言いましたか。 

 

  Whose is this? 

これは誰のですか。 

 

  Who came yesterday? 

きのう誰が来ましたか。 

 

  Who is that girl? 

あの女の子は誰ですか。 
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12  b,fawmh/   b,fwkef;u  

   ベド、   ベドンガ 

 

  'Dtvkyfb,fawmĥyD;rvJ? 

  ディアロウ ベドピーマレ。 

 

'Dtvkyfb,fwkef;u^yD;ovJ? 

ディアロウ ベドンガピーダレ。 

 

  tJ'Dtxkyftydk;b,fawmha@mufoGm;rvJ? 

エディアトウアポー ベドヤウトゥワーマレ。 

   

tJ'Dtxkyftydk;b,fwkef;ua@mufvmovJ? 

エディアトウアポー ベドンガヤウラダレ。 

 

  wdkusdKudkb,fawmhoGm;rvJ? 

トウチョウゴ ベドトゥワーマレ。 

 

  wdkusdKudkb,fwkef;uoGm;cJhovJ? 

トウチョウゴ ベドンガトゥワーゲダレ。 

 

  {nfhonfb,fawmhvmrvJ? 

エーデ ベドラマレ。 

 

  {nfhonfb,fwkef;uvmovJ? 

エーデ ベドンガラダレ。 

 

12 When? 

    いつ 

 

 When will this work end? 

  この仕事はいつ終わりますか。 

 

  Did there finish being this work? 

  この仕事はいつ終わりましたか。 

 

  When will this baggage reach? 

  この荷物はいつ届きますか。 

 

  When did this baggage arrive? 

  この荷物はいつ届きましたか。 

 

  When will you go to Tokyo? 

  東京にいつ行きますか。 

 

  When did you go to Tokyo? 

  東京にいつ行きましたか。 

 

  When will my visitor come? 

  お客様はいつ来ますか。 

 

  When did visitors come? 

  お客様はいつ来ましたか。 
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13  b,fvdk/    b,f[m 

ベロー、 ベハ 

 

  *syefvdkeJhb,fvdka@;ovJ? 

ジャパンローネ ベローイェーダレ。 

 

b%fwdkufudkb,fvdkoGm;@rvJ? 

バンダイゴ ベロートゥワーヤマレ。 

 

  rif;b,fvdkxifovJ? 

ミン ベローティンダレ。 

 

  tJ'Dum;b,fvdkarmif;ovJ? 

エディカー ベローマウンダレ。 

 

  qifeJhEGm;b,f[mydkjuD;ovJ? 

シンネヌウワ ベハポーチーダレ。 

 

  aygifrkefheJhxrif;b,f[mydkjudKufovJ? 

パンモウンネタミン ベハポーチャイタレ。 

 

  rsufpdeJhyg;pyf[mb,f[mutay:rSmvJ? 

ミェシネバザハ ベハガ アポフマレ。 

 

  usdKwdkeJhem@b,f[mudkoGm;csifovJ? 

チョウトネナラ ベハゴ トゥワージンダレ。 

 

13  How?         Which? 

    どのように､   どちらが 

 

  How is it written in Japanese? 

  日本語でどのように書きますか。 

 

  How do you go to a bank? 

  銀行にはどのように行きますか。 

 

 How do you think? 

  あなたはどのように思いますか。 

 

  How is this car driven? 

  この車はどのように運転しますか。 

 

  Which is big, an elephant or a cow? 

  象と牛ではどちらが大きいですか。 

 

  Which do you like, bread or rice? 

  パンとごはんではどちらが好きですか。 

 

  Which is there to the top, an eye or the mouth? 

  目と口ではどちらが上にありますか。 

 

Which would you like to go to, Kyoto or Nara? 

京都と奈良どちらへ行きたいですか 
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14  b,favmuf/    b,fESpf  

    ベラウ、    ベフナ 

 

  'DDpmtkyfb,favufvJ? 

ディサオウ ベラウレ。 

  

  tm;vHk;b,favufvJ? 

アーロン ベラウレ。 

 

  *syefa@mufwmb,favuf@dSS_yDvJ? 

ジャパンヤウダ ベラウシイビレ。 

 

  *syefrSmb,favufjumjumaervJ? 

ジャパンフマ ベラウチャージャー ネイマレ。 

   

a':rmav; toufb,favmuf@dS_yDvJ? 

ド・マーレ アテ ベラウシイビレ。 

 

  juuf]b,fESpfvHk;@dSovJ? 

チェッウ ベフナロンシイダレ。 

 

  wdkusdKudkb,fESpfcga@mufbl;ovJ? 

トウチョウゴ ベフナカ ヤウプーダレ。 

 

  tckb,fESpfem@D@dS_yDvJ? 

アク ベフナナーイシイビレ。 

 

14  How much?  How long?  How many? 

     いくら､   どれぐらい  いくつ 

 

 How much is this book? 

  この本はいくらですか。 

 

  How much is it altogether? 

  全部でいくらですか。 

 

 How long has passed since you came to Japan? 

  日本に来てどれぐらいになりますか。 

 

  How long will you stay in Japan? 

  日本にどれぐらい滞在しますか。 

 

 How old are you, Daw Mar Lay? 

  マーレさん、としはいくつですか。 

 

 How many eggs do you have? 

  玉子はいくつありますか。 

 

 How many times did you go to Tokyo? 

  東京へは何度行きましたか。 

 

  What time is it now? 

  いま何時ですか。 

 

mailto:*syefa@mufwmb,favuf@dSS_yDvJ
mailto:*syefa@mufwmb,favuf@dSS_yDvJ
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15  [m/  u/   vJ 

ハ、 ガ、 レ 

     

usaemhtaz[mq@m0efyg? 

チャノアペッハ サヤウンバ。 

 

usaemhtudkjuD;[mausmif;q@myg? 

チャノアコジーハ チャウンサヤバ。 

  

'Daeh[modyfylw,f? 

ディネイハ テイプーデ。 

 

'guusaemh"gwfyHkyg? 

ダガ チャノダポウンバ。 

 

uav;awGuaqmhaew,f? 

カレドゥヱガ ソーネイデ。 

 

usaemhtudkjuD;vJq@m0efyg? 

チャノアコジーレ サヤウンバ。 

 

'DaehvJodyfylwmbJ? 

ディネイレ テイプーデ。 

 

cifAsm;vJodw,f? 

カミャレ ティデ。 

 

15  -     -      too 

     ～は､  ～が、  ～も 

 

  My father is a doctor. 

  父は医者です。 

 

  My elder brother is a teacher. 

  兄は教師です。 

 

 It's very hot today. 

  きょうは非常に暑いです。 

 

This is my photo. 

これがわたしの写真です。 

 

  Children are playing. 

  子供たちが遊んでいます。 

  

  My elder brother is a doctor, too. 

  兄も医者です。 

  

 It's also very hot today. 

  きょうも非常に暑いです。 

 

 You know, too. 

  あなたも知っています。 
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16  udk/    udk/    u 

ゴ、  ゴ、  ガ 

  

  emrnfudka@;ay;yg? 

ナーメゴ イェーペーバ。 

 

rdwfaqGudk@Smaew,f 

メイスウェゴ シャーネイデ。 

 

reufwdkif;owif;pmudkzwfw,f? 

マネタイン ダディンザゴ パッテ。 

 

*syefudkoGm;r,f? 

ジャパンゴ トゥワーメ。 

 

usaemfhudkwlay;yg? 

チャノゴ トゥペーバ。 

 

reuf_zefaps;udkoGm;r,f? 

マネピャンゼェーゴトゥワーメ。 

 

_refrmuvmygw,f? 

ミャンマーガ ラバデ。 

 

OD;atmifrdk;  b,fuvmygovJ? 

ウ・アウンモー ベガラバダレ。 

 

16  -      to -     from - 

  ～を、  ～に、  ～から 

 

 Please write your name. 

  名前を書いてください。 

 

  I'm looking for a friend. 

  友だちを探しています。 

 

  I read the newspaper every morning. 

  毎朝 新聞を読みます。 

 

 I’ll go to Japan. 

  日本に行きます。 

 

Please give me a pair of chopsticks. 

わたしに箸をください。 

 

  I'll go to the market tomorrow. 

  あしたマーケットに行きます。 

 

 I came from Myanmar. 

  ミャンマーから来ました。 

 

  Where did Aung Moe come from? 

  アウンモーさんはどこから来ましたか。 
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17  rSm/    eJh/     eJh 

フマ、 ネ、 ネ 

   

'DrSma@;ay;yg? 

ディフマ イェーペーバ。 

 

[dkzufrSmum;@dSw,f? 

ホベフマ カーシイデ。 

 

reufckepfem@DrSmtdyf@mxw,f? 

マネクニナーイフマ エイヤ タテ。 

 

ol{_yDv1wpf@ufaehrSmarG;w,f? 

トゥ エピィラタイェネイフマ ムウェデ。 

 

av,mOfysHeJhoGm;ju@atmif?  

レ－インビャンネ トゥワージャヤアウン。 

 

'Dydk;eJhcsKyfay;yg? 

ディポーネ チョウペーバ。 

 

bmtvkyfeJhvmovJ? 

バアロウネ ラダレ。 

 

a':rmav;eJh pum;a_ymcsifw,f? 

 ド・マーレネザガピョージンデ。 

 

17   on -   at -,    by -   with 

～に、    ～で、 ～と  

    

  Please write it here. 

  ここに書いてください 

 

  There is a car over there. 

  あそこに車があります。 

 

 I get up at seven o'clock in the morning. 

  朝７時に起きます。 

 

  He was born on April 1st. 

  彼は４月１日に生れました。 

 

 How about going by airplane. 

  飛行機で行きましょう。 

 

 Please make me with this silk. 

  このシルクで作ってください。 

 

 To what work did you come? 

  何の仕事で来ましたか。 

 

 I'd like to talk with Daw Mar Lay. 

  マーレさんと話したいです。 


