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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。

ทําอะไรกนั
タムアライガン

ไปเที�ยวนอกโรงเรยีน
パイティアオ　ノーッ（ク）　ローン（グ）リアン

นําขา้วกล่องและขนมไป
ナム　カーオグローン（グ）　レッ　カノム　パイ

(กจิกรรม) ในหนึ�งปีของโรงเรยีน
（ギッジャガム）　ナイヌン（グ）ピー　コーン（グ）ローン（グ）リアン

มงีานกจิกรรมตา่ง ๆ มากมาย
ミー　ンガーンギッジャガム　ターン（グ）ターン（グ）　マーッ（ク）マーイ

ทศันาจร (การท่องเที�ยวของโรงเรยีน)
タッサナージョン　（ガーントーン（グ）ティアオ　コーン（グ）　ローン（グ）リアン）

ทําการแข่งขนัและเตน้ราํ
タムガーンケン（グ）カン　レッ　テンラム

ทอ้งเรยีนนอกสถานที�
ホーン（グ）　リアン　ノーッ（ク）サターンティー

ทําการแสดงละครและรอ้งเพลงประสานเสยีง
タムガーンサデーン（グ）ラコン　レッ　ローン（グ）プレーン（グ）プラサーンシアン（グ）

เทศกาลแข่งกฬีา
テーサガーン　ケン（グ）ギーラー

ใชช้วีติอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
チャイチーウィッ（ト）ユー　タームグラーン（グ）　タマチャーッ（ト）

เทศกาลศลิปะวฒันธรรม
テーサガーン　シラパッ　ワッタナタム
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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

ปฐมนิเทศ
パトムニテーッ（ト）

การตรวจสุขภาพ
ガーントゥルアッ（ト）　スッカパーッ（プ）

วา่ยนํ�า
ワーイナーム

การคดัลายมอืคร ั�งแรกของปี
ガーンカッ（ト）　ラーイムー　クラン（グ）レー（ク）　コーン（グ）ピー

พธิจีบการศกึษา
ピティー　ジョッ（プ）　ガーンスッ（ク）サー

นิทรรศการ

มเีร ื�องสนุกสนามมากมาย
ミー　ルアン（グ）　サヌッ（ク）サナーン　マー（ク）マーイ

ニッタサガーン

เดอืนเมษายน
ドゥアン　メーサーヨン

เดอืนพฤษภาคม
ドゥアン　プルッ（ト）サパーコム

เดอืนมถินุายน
ドゥアン　ミトゥナーヨン

เดอืนกรกฎาคม
ドゥアン　ガラガターコム

เดอืนสงิหาคม
ドゥアン　シンハーコーム

เดอืนกนัยายน
ドゥアン　ガンヤーヨン

เดอืนตลุาคม
ドゥアン　トゥラーコム

เดอืนพฤศจกิายน
ドゥアン　プルッ（ト）サジガーヨン

เดอืนธนัวาคม
ドゥアン　タンワーコム

เดอืนมกราคม
ドゥアン　マカラーコム

เดอืนกมุภาพนัธ ์
ドゥアン　グムパーパン

เดอืนมนีาคม
ドゥアン　ミーナーコム

ตอนนี�เดอืนอะไร
トーンニー　ドゥアン　アライ
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