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がっこう  の  いちねん
Gakkou               no               ichinen

10

いろいろな  ぎょうじ  が  あります。
Iroirona gyouji ga arimasu.

Gakkou         no        soto        de

がっこう  の  そと  で
　たのしく  すごします。

tanoshiku sugoshimasu.

Obentou       ya okashi       o

おべんとう  や  おかし  を
　　　もって いきます。

motte   ikimasu.

うんどうかい・たいいくさい
undoukai　　 ・ taiikusai

Kyousou           ya dansu        o

shimasu.
きょうそう  や  ダンス  を
　　　　　　　　します。

いどうきょうしつ
idoukyoushitsu

がくげいかい・ぶんかさい
gakugeikai       ・ bunkasai

Geki      ya        gasshou            o

げき  や  がっしょう を
　　　　　　　　します。

Shizen no naka de

seikatsushimasu.
しぜん  の  なか  で
　　　せいかつします。

shimasu.

Nani o suruno desuka.

なに を するの ですか。

Ano ang gagawin natin?
アノ　アン　ガガウィン　ナティン

Magkakaroon tayo ng masayang
マッカカロオン　ターヨ　ナン　マサヤン

panahon sa labas ng paaralan.
パナホン　サ　ラバス　ナン　パアララン

Dadalhin natin ang
ダダルヒン　    ナティン 　アン

baon at snacks.
       バオン  アット  スナックス

Isang taon sa paaralan
イサン　        タオン　     サ　         パアララン

May iba't ibang event.
マイ　イバット　   イバン　イベンツ

field trip
フィールド　トリップ

May mga paligsahan 
マイ　マガ　パリグサハン　

at sayaw.
アット　サヤウ

Subukan natin ang pamumuhay
スブカン　ナティン　アン   　パムムハイ　

na napapalibutan ng kalikasan.
ナ　ナパパリブータン　     ナン　カリカサン

May mga drama at 
マイ　    マガ  　ドラマ　     アット

pagkanta sa koro.
       パグカンタ　      サ　コーロ

sports festival
スポーツ　 フェスティバル

klase sa labas ng paaralan
クラーセ　サ　    ラバス　 ナン　   パアララン

cultural festival
カルチュラル　フェスティバル
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40 41

にゅうがくしき
nyuugakushiki

すいえい
suiei

しんたいそくてい
shintaisokutei

かきぞめかい
kakizomekai

てんらんかい
tenrankai

そつぎょうしき
sotsugyoushiki

たのしいこと  が  たくさん  あります。
Tanoshiikoto         ga        takusan         arimasu.

Ima   wa nangatsu desuka.

いまは  なんがつ  ですか。

じゅういちがつ
juuichigatsu

11月じゅうがつ
juugatsu

10月 じゅうにがつ
juunigatsu

12月

ごがつ
gogatsu

5月しがつ
shigatsu

4月 ろくがつ
rokugatsu

6月

しちがつ
shichigatsu

7月 はちがつ
hachigatsu

8月 くがつ
kugatsu

9月

にがつ
nigatsu

2月いちがつ
ichigatsu

1月

さんがつ
sangatsu

3月

entrance ceremony
エントランス　セレモニー

physical examination
フィジカル　エグザミネーション

art exhibit
アート　エクスィビット

swimming
スイミング

pagsulat ng caligraphy 
パグスラット　ナン　カリグラフィー

sa bagong taon
サ　   バーゴン　   タオン

graduation ceremony
グラジュエーション　セレモニー

Maraming masasayang event.
マラミン　            マササヤン　      イベンツ

Abril
アプリル

Mayo
マヨ

Hunyo
フーニョ

Hulyo
フーリョ

Agosto
アゴスト

Setyembre
セチェンブレ

Oktubre
オクトゥブレ

Nobyembre
ノビェンブレ Disyembre

ディシェンブレ

Enero
エネーロ

Pebrero
ペブレロ

Marso
マルソ

Anong buwan na ngayon?
アノン　        ブワン　     ナ　       ガヨン
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