
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。

มดีนิสอไหม
ミー　ディンソー　マイ

ไม่มคีะ่
マイミー　カ

มคีรบั
ミー　クラッ（プ）

ยางลบ
ヤーン（グ）　ロッ（プ）

กาว
ガーオ

ไมบ้รรทดั
マイバンタッ（ト）

ดนิสอสี
ディンソー　シー

ของที�เธอมอียู่
コーン（グ）　ティー　トゥー　ミーユー นําตาํราเรยีนมาดว้ยหรอืเปล่า

ナム　タムラーリアン　マードゥアイ　ループラオ

ลมืนํามาครบั
ルーム　ナムマー　クラッ（プ）

นํามาคะ่
ナム　マー　カ

นําชดุวา่ยนํ�ามานะ
ナム　チュッ（ト）ワイナーム　マーナ

รม่
ロム

ผา้เชด็หน้า
パー　チェッ（ト）ナー

กระดาษเชด็หน้า
グラダーッ（ト）　チェッ（ト）ナー
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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。

ใสม่วก       ถอด
サイ　ムアッ（ク）              トーッ（ト）

ใสเ่สื �อ       ถอด
サイ　スァ トーッ（ト）

ใสก่างเกง       ถอด
サイ　ガーン（グ）ゲーン（グ）                 トーッ（ト）

ชดุเครื�องแบบ
チュッ（ト）　クルアン（グ）ベーッ（プ）

รองเทา้
ローン（グ）ターオ

ถงุเทา้
トゥン（グ）ターオ

โรงเรยีนประถมศกึษา
ローン（グ）リアン　プラトム　スッ（ク）サー

ช ั�นปี
チャンピー

หอ้ง
ホーン（グ）

หมายเลขประจาํควั
マーイレーッ（ク）　プラジャムトゥア

ชื�อ
チュー

ช ั�นปี
チャンピー

หอ้ง
ホーン（グ）

หมายเลขประจาํควั
マーイレーッ（ク）　プラジャムトゥア

ชื�อ
チュー

โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้
ローン（グ）リアン　マッタヨム　スッ（ク）サー　トーントン

キアンチュー　ワイ　ティー　コーン（グ）　ティー　トゥー　ミーユー

เขยีนชื�อไวท้ี�ของที�เธอมอียู่
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