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38 39

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。

¿Qué haces?
 ケ アセス

Nos la pasamos muy 
ノス　ラ　       パサモス      　ムイ　

bien fuera de la escuela.
ビエン　フエラ　     デ　ラ　   エスクエラ

Llevamos almuerzo 
     イェバモス       　アルムエルソ　

y merienda.
イ　   メリエンダ

Competimos y 
    コンペティモス   　イ　

bailamos.
   バイラモス

Clase para admirar 
クラセ　パラ　  アドミラル

la naturaleza.
ラ　  ナトゥラレサ

Hagamos representaciones
   アガモス　            レプレセンタスィオネス

teatrales y musicales.
テアトラセス　 イ　    ムシカレス

El año escolar
エル アニョ エスコラル

Hay varios eventos.
アイ バリオス エベントス

fiesta deportiva
フィエスタ　デボルティバ

excursión
エクスクルスィオン

festival cultural
フェスティバル  クルトゥラル

excursión
エクスクルスィオン
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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

ceremonia de entrada
セレモニア　    デ　エントラダ

inspección médica
インスペクシオン　メディカ

exposición
エクスポスィスィオン

natación
ナタスィオン

primera caligrafía
プリメラ　  カリグラフィア

del año
デル　アニョ

graduación
グラドゥアスィオン

Hay muchas cosas divertidas.
アイ　     ムチャス　     コサス　   ディベルティダス

Abril
アブリル

Mayo
マヨ

Junio
フニオ

Julio
フリオ

Agosto
アゴスト

Septiembre
セプティエンブレ

Octubre
オクトゥブレ ノビエンブレ

Diciembre
ディスィエンブレ

Enero
エネロ

Febrero
フェブレロ

Marzo
マルソ

¿En qué mes estamos?
エン　   ケ　     メス    　エスタモス

Noviembre
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