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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。

/

/

/

ေကျာငး်စာသင�်�စ်တစ်��စ်တာ
チャウン　サーテインニッ　タニッターアルサナ　アルデラセッヤ

السنة الدراسیة

လ�ပ်��ားမ�အမျိ�းမျိ�း��ိပါတယ|်|
ロッシャーム　アミョーミョー　シバーデェ

フナカ　ナシャタト　カシラ　ヒラル　アルアム　アルデラセイ

ھناك نشاطات كثیرة خالل العام الدراسي.

စာသင်ခန်းြပင်ပေလ့လာေရး
サーテインガン　ピィンパ　レッラーイエーアルラハラト

الرحالت

/
ေကျာင်းြပင်မ�ာေပျာ်ေပျာ်ပါးပါးေန�ကမယ်||

サナセタミテウ　ビアッライビ　ハリガ　アルマドラサ

チャウン　ピィン　マー　ピョーピョーパーパー　ネイ　ジャ　メー

سنستمتع باللعب خارج المدرسة.

ထမင်းဘ�းနဲမ့�န ့်ကိ�ယ�သွားမယ်||

サノヒデル　マアン　アルアケル　ワアルハラウィッヤト

タミンブー　ネ　モウン　ゴ　ユー　トゥア　メー
سنحضر معا األكل و الحلویات.

ဘာလ�ပ်�ကမလဲ||
マザ　サタフアル バーロｔチャ　マレー

ماذا ستفعل ؟

/

/

/

/

အားကစားပွဲ
アーガザー　ポエアルイヒテファル　アッリヤデッユ

اإلحتفال الریاضي

အေြပး�ပိ�င်ပွဲနဲအ့ကလ�ပ်မယ်||

サナセタミテウ　ビアッラケス　ワアルムサバカト

アピャエー　ピャイン　ポエ　ネ　アカ　ロッメー

سنستمتع بالرقص و المسابقات

/

/

ေကျာင်းြပင်ပလက်ေတွ�ေလ့လာမ�
チャウンピィンパ　レットウエ　レッラームダリス　ハリガ　アルマドラサ

درس خارج المدرسة

သဘာ၀ ပတ်၀န်းကျင်ထဲမ�ာေန�ကမယ်||

サナセタミテウ　ビジャマリ　アルタビアー

ダバーワ　ペッウインチン　テー　マー　ネイ　ジャ　メー

سنستمتع بجمال الطبیعة

/ေကျာင်းပွဲေတာ် ေကျာင်းယဥ်ေကျးမ�ပွဲေတာ်
チャウンポエドー　チャウンインチェーム　ポエドーアルイヒテファル　アルタクリヂ　リルマドラサ

اإلحتفال التقلیدي للمدرسة

ြပဇာတ်နဲေ့တးသီဆိ�မ� လ�ပ်�ကမယ်||

サウシャリク　フィ　アルタムシル　ワアルギナアウ

ピャゼッネ　テイーティソーム　ロッチャメー
سأشترك في التمثیل و الغناء /
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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

/
/ /

ေပျာ်စရာေတအွများ�ကးီ��ိတယ|်|
ピョーザヤー　トゥエ　アミャージー　シデェ

フナカ　アルカシル　ミンアルナシャタト　アルマドラセッヤ
/ھناك الكثیر من النشاطات المدرسیة.

ေကျာင်း၀င်ခွင့်အခမ်းအနား

ドフル　アルアム　アルデラセイ

チャウン　ウイン　クイン　アカンアナー

 دخول العام الدراسي االول
ကျန်းမာေရးစစ်ေဆးြခင်း

アルカシフ　アルセッヒ

チャンマイエー　シッセーチン

الكشف الصحي ြပပွဲ
マイラド
معرض

ピャポエ

ေကျာင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ハフィル　アルタハルジュ

チャウン　シン　ポエ　アカンアナー

حفل التخرج

��စ်သစ်က�းစာေရးြခင်း

ムサバカット　ウルハテイ

ニッティックー　サーイエーチン

ေရက�း  مسابقة الخط
アルセバハ イエークー

السباحة // /

/

ဧ�ပီလ
アビリル エイピラ

أبریل ေမလ
マユ メイラ

مایو ဇွန်လ
ユニュ ズーンラ
 یونیو

ဇ�လိ�င်လ
ユリユ ズーラインラ

သဂ�တ်လ� یولیو
ウグスツ オーゴッラ

أغسطس
စက်တင်ဘာလ

セブタメビル セッテインバーラ
سبتمبر

ေအာက်တိ�ဘာလ
ウクトゥバル オウットーバーラ

أكتوبر �ိ�၀င်ဘာလ
ヌヴァメブル ノウインバーラ

نوفمبر ဒဇီင်ဘာလ
ヂサメビル デイジンバーラ
دیسمبر

ဇန်န၀ါရီလ
ヤナイェ ザンナワーイーラ

ینایر ေဖေဖာ်၀ါရီလ
フィブライエ フエフォーワーイーラ
فبرایر

မတ်လ
マリス メッラ

مارس

အခ� ဘာလပါလဲ||
アッユ　シャヒル　アルアン アク　バーラパーレー

أي شھر اآلن ؟

/ /

/

/

/ /

/ / /

/ /

/
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