
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。

¿Tienen lápiz?
 ティエネン ラピス

No, no tengo.
ノ、     ノ   テンゴ

Si, si lo tengo.
シ、　 シ   ロ      テンゴ

goma de borrar
ゴマ　デ　ボラール

pegamento
ペガメント

regla
レグラ lápices de 

         colores

 ラピセス デ

コロレス

Objetos personales
オブヘトス                  ペルソナレス ¿Trajeron sus libros de texto?

トラヘーロン　     スス　  リブロス　 デ　   テクスト

No, se me olvidó.
ノ、　セ　  メ　    オルビド

Si, si lo traje.
シ、　シ　ロ　  トラヘ

Traigan, sus trajes de baño.
トライガン　     スス　 トラヘス　   デ　   パニョ

paraguas
パラグアス

pañuelo
パニュエロ

pañuelo desechable
パニュエロ　  デセチャブレ
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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。

ponerse el sombrero     quitárselo
ポネルセ エル ソンブレロ キタルセロ

vestirse     desvestirse
ベスティルセ デスベスティルセ

ponerse los pantalones     quitárselos
ポネルセ ロス パンタロネス キタルセロス

uniforme
ウニフォルメ

zapatos
サパトス

calcetines
カルセティネス

Escuela primaria
エスクェラ　プリマリア

Año escolar
アニョ エスコラル

Clase
クラセ

Número de lista
ヌメロ       デ リスタ

Nombre
ノンブレ

Año escolar
アニョ エスコラル

Clase
クラセ

Número de lista
ヌメロ      デ  リスタ

Nombre
ノンブレ

Escuela secundaria básica
エスクエラ　セクンダリア　バシカ

ポンレ　     ノンブレ　  ア　トゥス　コサス

Ponle nombre a tus cosas.
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