
26 27

わたし  の  がっこう
Watashi             no               gakkou

7

okujou

おくじょう

genkan

げんかん

tearaiba

てあらいば koutei

こうてい

sunaba

すなば

Ongakushitsu wa dokodesuka.

おんがくしつ は  どこですか。

Nikai desu.

2かい です。

Taiikukan desu.

たいいくかん です。

Are     wa nandesuka.

あれ  は  なんですか。

kousha

こうしゃ

taiikukan

たいいくかん

puuru

プール

telhado
テリャード

entrada
エントラーダ

pia para lavar as mãos
   ピア　   パラ　ラヴァール  アス   マオンス

piscina de areia
ピシーナ　  デ　アレイア

Onde fica a sala de música?
オンジ  フィカ ア   サラ    デ　   ムジカ

Fica no segundo andar.
フィカ　ノ　    セグンド　  アンダール

É o ginásio de esportes.
エー オ　   ジナージオ　    デ　      エスポルテス

O que é aquilo?
   オ   　ケ　 エー　 アキロ

piscina
ピシーナ

ginásio de esportes
ジナージオ  デ  エスポルテス

prédio da escola
プレージオ　ダ　エスコーラMinha escola

ミニャ エスコーラ

pátio
パチオ
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28 29

kokubankeshi

こくばんけし

kokuban

こくばん

chooku

チョーク

kabin
かびん

isu

いす

Sore       wa      nandesuka.

それ  は  なんですか。

Tsukue desu.

つくえ です。

Kore     wa            nandesuka.

これ  は  なんですか。

Kabin desu.

かびん です。

kouchoushitsu 

こうちょうしつ
shokuinshitsu

しょくいんしつ

jimushitsu 

じむしつ
hokenshitsu

ほけんしつ

kyuushokushitsu 

きゅうしょくしつ
shujishitsu

しゅじしつ

apagador
アパガドール

quadro negro
クアドロ　      ネグロ

giz
ジズ

vaso de flores
ヴァゾ 　デ　    フローレス O que é isto?

オ　   ケ　エー  イスト

É uma carteira.
エー  ウマ　    カルテイラ

sala do diretor
サラ　  ド　    ジレトール

sala dos professores
サラ　   ドス   　プロフェッソーレス

enfermaria
エンフェルマリーア

sala do bedel
サラ　  ド　     ベデウ

secretaria
セクレタリーア

cozinha
コジーニャ

O que é isso?
オ　   ケ　エー  イッソ

É um vaso de flores.
エー  ウン　  ヴァゾ　  デ　  フローレス

cadeira
カデイラ
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