
14 15

がっこう の いきかえり
Gakkou     no ikikaeri

4

しんごう を  まもる
Shingou   o mamoru

susumu

すすむ
chuui

ちゅうい
tomaru

とまる

ao

あお
kiiro

きいろ
aka

あか

おうだんほどう を  わたる
Oudanhodou    o wataru

つうがくろ を  あるく
Tsuugakuro    o aruku

とびだす と  あぶない
Tobidasu   to abunai

通学路

/

/

/ / /

/

//အစိမ်း
アズラク ア　セイエン

أزرق အ၀ါ
アスファル ア　ワー

أصفر အနီ
ア　ニーアフマル

أحمر

လမ်းက�းြခင်း
アルウブル ラン　クー　チン

العبور သတြိပ�ပါ
イフタリス タディ　ピュ　バー

احترس ရပ်ပါ
キフィ イエッ　パー

قف

မျဥ်း�ကားကိ�ြဖတ်က�းတယ်
ミィンジャー　ゴ　ピャェッ　クー　デェ

タリクアルムシャー
طریق المشاة

ေကျာငး်သွားလမ်းကလမ်းေလ�ာက်တယ်
チョウン　トゥァー　ラン　ガ　ラン　ショウデェ

イミシフィアルタリクアルムハッサスリルマドラサ
امش في الطریق المخصص للمدرسة

လမ်းေပါ်ေြပးထကွတ်ာဟာ အ��ရာယ�်�တိယ်
ラン　ポー　ピェー　トゥエ　ター ハー　アンダイェ　シデェ

アルウブルビンヂファアユアッリドカリルハタル

العبور باندفاع یعرضك للخطر

/

/

/

チャウントァー　チャウンピャン

الذھاب و العودة من المدرسة ေကျာငး်သွားေကျာငး်ြပန်
アッザハブ　ワアルアウダミナアルマドラサ

မီးပွိ�င့စ်ညး်ကမ်းကိ� လိ�ကန်ာပါ
ミー　ポイン　シーカン　ゴ　ライナー　バーイフチラムイシャラトアルミルール

إحترام إشارة المرور
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16 17

Eki wa doko       desuka.

えき  は  どこ ですか。

Shinjuku made

しんじゅく  まで

　　　  いくら ですか。
Ikura        desuka.

namae
なまえ

juusho
じゅうしょ

denwa
でんわ

renrakusaki
れんらくさき

hidari

ひだり

migi ni magaru

みぎに  まがる

massugu susumu

まっすぐ  すすむ

ဘ�တာကဘယ်မ�ာပါလဲ||
アイナ　アルマハッタ ブダー　ガ　ベマー　バー　レー

أین المحطة ؟ /
/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
��င်ဂျ�းက�အထိဘယ်ေလာက်ကျပါသလဲ||

ビカム　アッタズカラ　イラシンジュク

シンジュク　ア　ティ　ベラウッ　チャ　パー　ダレー

بكم التذكرة إلى شینجوكو ؟

တည့်တည့်သွားပါ
アリッテジャフ　ムバシャラー　イラアルアマム テッテ　トゥァー　バー

اإلتجاه مباشرة إلى األمام

ဘယ်ဘက်

アルヤサル

ベー　ベエ

الیسار

ညာဘက်ကိ�ေကွ�ပါ
アルインイタフ　リルヤミン ニャーベエ　コ　クエ　バー

اإلنعطاف للیمین

الورقة. ھذه  بإظھار  المساعدة  فلنطلب   ، الطریق  ضیاع  حالة  في 

الورقة. ھذه  على  الیابانیة  باللغة  الكتابة  المدرس  من  فلنطلب 

フィハラト　ダヤウー　アッタリク　ファルナトルブ　アルムサーアダ　ビイジハル ハッジヒ　アルワラカ

ファルナトルブ　ミナアルムダリス　歩き束ビアッルガト　アルヤバニッヤ　アラハジヒアルワラカ

လမ်းေပျာက်တဲ့အခါ ဒစီာကိ�ြပ�ပီး အက�အညီေတာင်းပါ
ランピャウッテ　アカー　ディ　サー　ゴ　ピャピー　アクアニー　タウン　バー

အတန်းပိ�င်ဆရာမကိ� ဒအီေပါ်မ�ာ ဂျပန်လိ�ေရးခိ�င်းပါ
アタンパイン　サヤーマ　ゴ　ディアポーマー　ジャパンロ　イエー　カイン　バー

အမည်
アルイスム アミー

اإلسم

ေနရပ်လိပ်စာ
アルイノワン ネイ　イエッ　レエサー

العنوان

ဖ�န်းနံပါတ်
ラカム　アルテレフン ポオン　ナンベッ

رقم التلیفون

ဆက်သွယ်ရမည့်သ�
イノワン　アレッテサル セットウエ　ヤ　メ　ドゥ

عنوان اإلتصال

※

※

※

※
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