
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
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/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

ကျေနာ်/ကျမရဲ ့ ေကျာငး်
チャノー　イエッ　チャウンマドラサチ

مدرستي

ေကျာင်းေခါင်မိ�းေပါ်
チャウン　カウン　モー　ポー

サトフ　アルマドラサ
سطح المدرسة

ဖိနပ်ခ�တ်
ピネェッ　チュッマドハル　アルマドラサ

مدخل المدرسة

လက်ေဆးရန်ေနရာ
レッセー　ヤン　ネイ　ヤーアルミルハド

المرحاض

သဲပံ�
テー　ポウンアルマカン　アルムハッサス リアッライビ　ビアッリマル

المكان المخصص للعب بالرمال

ဂီတခန်းကဘယ်မ�ာပါလဲ||
ギタ　カン　ガ　ベー　マー　パー　レー

アイナ　ファスル　アルムシカ
أین فصل الموسیقى ؟

��စ်ထပ်မ�ာပါ||
ニッテッ　マー　パーフィアルダウル　アルサニ

في الدور الثاني

ဟိ�ကဟာဘာပါလဲ||
ホー　ガ　ハー　バーパレーマ　ハザ

ما ھذا  ؟

အားကစား�ံ�ပါ||
アー　ガザー　ヨウン　バー

ハザ　フワ　マブナ　アッレヤダ
ھذا ھو مبنى الریاضة

ေရက�းကန်
イエー　クー　カンハッマム　アルセバハ

حمام السباحة

ေကျာင်း
ေဆာင်

チャウン　サウン

マブナ　アルマドラサ

مبنى المدرسة

အားကစား�ံ�アー　ガザー　ヨウンマブナ　アッレヤダ

مبنى الریاضة

ေကျာင်းအားကစားကွင်း
チャウン　アー　ガザー　クイーン

フシュ　アルマドラサ
حوش المدرسة

.
.
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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

/

/

/ /

/

/ /

//

/

/

/ /

/

/
ေဘာဖျက်ボー　ピィエ

マッサハト　アルサッブラ

مساحة السبورة
ေကျာက်သင်ပ�န်း
チャウ　テイン　ボウン

アルサッブラ
السبورة

ဒဟီာဘာပါလဲ||
ディ　ハー　バー　パー　レーマ　ハザ

ما ھذا  ؟

စားပွဲပါ||
ザボエ　バーハザ　マケタブ

 ھذا مكتب

ပန်းအိ�းပါ||
パン　オー　バーハジヒ　ザフレッヤ

ھذه زھریة ဟိ�ဟာကဘာပါလဲ||
ホーハー　バー　パー　レーマ　ハザ

ما الذي ھناك ؟

ထိ�င်ခံ�
タイ　コウンクルシ

كرسي

ေကျာင်းအ�ပ်ဆရာ�ကီးအခန်း
チャウン　オウッサヤージィー　アカン

グルファト　ナゼル　アルマドラサ

غرفة ناظر المدرسة

ေကျာင်းအမ�ထမ်းများ၏အခန်း
チャウン　アムタン　ミャー　イ　アカン

グルファト　アルムダッリシン

غرفة المدرسین

マケタブ　アルマドラサ

مكتب المدرسة
グルファト　アルムシレフ　アルセッヒ
غرفة المشرف الصحي

�ံ� းခန်း
ヨウン　カン

ေကျာင်းကျန်းမာေရးေဆးခန်း
チャウン　チャンマー　イエー　セーガン

マテバフ　アルマドラサ

مطبخ المدرسة
グルファト　アミル　アルセヤナ

غرفة عامل الصیانة

ေကျာင်းမီးဖိ�ေဆာင်
チャウン　メー　ポー　サウン လက်သမားအခန်း

レッタマー　アカン

ေြမြဖ�
ミャエ　ピュータバシル

طباشیر

ပန်းအိ�း
パン　オーザフレッヤ

زھریة

.

.
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