
22 23

もちもの
Mochimono

6

Enpitsu o motte imasuka.

えんぴつ　を  もっていますか。

Motte imasu.

もっています。

keshigomu

けしゴム
nori

のり
monosashi

ものさし kasa

かさ
hankachi

ハンカチ
chirigami

ちりがみ

iroenpitsu

いろえんぴつ

Kyoukasho o mottekimashitaka.

きょうかしょ　を  もってきましたか。

Motte imasen.

もっていません。

Iie, wasuremashita.

いいえ、わすれました。

Hai, mottekimashita.

はい、もってきました。

Mizugi o mottekite kudasai

みずぎ　を　もってきて　ください。

Do you have a pencil?

I don't have one.          

I have one.  

eraser glue ruler colored pencils

Things you have
Did you bring your textbook?

No, I forgot it.

Yes, I brought it.

Please bring a swimsuit. 

umbrella handkerchief tissue paper
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24 25

Boushi o kaburu nugu

ぼうし を  かぶる　 ぬぐ

Fuku o kiru nugu

ふく を  きる　 ぬぐ

Zubon o haku nugu

ずぼん を  はく　 ぬぐ

hyoujun fuku

ひょうじゅんふく
kutsu

くつ

kutsushita

くつした

しょうがっこう
shougakkou

　ねん　　　　　くみ　　　　　ばん
nen kumi ban

なまえ
namae

中学校
chuugakkou

　　年　　　　　　組　　　　　　番
nen kumi ban

名前
namae

Mochimononi namae o kakimashou.

もちものに　なまえを　かきましょう。

to put on a cap     to take off

to put on clothes     to take off 

to put on trousers     to take off

school uniform
shoes

socks  

Elementary school

Grade Class Number

Name

Grade Class Number

Name 

Junior high school

Write your name on the things you have.
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