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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。

O que se faz?
 オ　   ケ　   セ　ファース

Passa-se horas divertidas
パッサ　    セ　  オーラス　ジヴェルチーダス

Leva-se Bento e doces.
レヴァ　 セ　  ベント　イ　ドセス

O ano escolar
オ     アーノ        エスコラール

Existem vários eventos.
エジステン　 ヴァリオス　エヴェントエス

excursão
エスクルザオン

Compete-se e dança-se.
コンペチ   　セ　エ　ダンサ　  セ

Passa-se um tempo
パッセ　セ　ウン　テンポ

ao ar livre.
アオ  アール  リヴレ

Apresenta-se teatro e coro.
   アプレゼンタ　     セ　  テアトロ　イ　コーロ

gincana / competições esportivas
ジンカーナ　／　コンペティソンイス　エスポルティーヴァス

atividades fora da sala
アチビダージス  　フォーラ　ダ　  サラ

teatro / evento cultural
テアトロ　／　エヴェント　クウトゥラウ

fora da escola.
フォーラ　ダ　   エスコーラ
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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

cerimônia de ingresso na escola
セリモーニア　   デ　  イングレッソ　ナ　 エスコーラ

exame físico
エザーミ　フィジコ

natação
ナタサオン 

atividades de Kakizome
アチビダージス　デ　   カキゾメ

cerimônia de formatura
セリモーニア　  デ　 フォルマトゥーラ

exposição

Acontece muita coisa divertida.
アコンテッセ　   ムイタ　  コイザ　ジヴェルチーダ

エスポジサオン

Abril
アブリウ

Julho
ジューリョ

Outubro
オウトゥブロ

Janeiro
ジャネイロ

Março
マルソ

Maio
マイオ

Agosto
アゴスト

Novembro
ノヴェンブロ

Fevereiro
フェヴェレイロ

Junho
ジューニョ

Setembro
セテンブロ

Dezembro
デゼンブロ

Em que mês estamos?
エン   　ケ　    メース　  エスタモス
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