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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。

Что мы будем делать?
シュトー ミィ        ブーデェム        デーラッチ

Мы весело проведём 
ミィ　ヴェーセラ　プラヴェデョーム　

время на воздухе.
ヴレーミャ　ナ　ボーズドゥフェ

Я принесу обед 
ヤー　プリニェスゥ　アベッド　

и сладости.
イ　スラーダスチ

Один год в школе
アディン　 ゴッド　 フ　   シュコーレ

В школе бывает много разных мероприятий.
フ　シュコーレ　ビヴァーイェット　ムノーガ　  ラーズニィフ　    メラプリヤーチィ

поход
パホッド

Проведём спортивные
プラベデョーム　スパルティーヴニイェ

соревнования и танцы.
サレブナヴァーニィヤ　イ　タンツィ

Мы проведем время
ミィ　プラヴェデョーム　ヴレーミャ

ナ　 プリロデ

Мы будем ставить спектакли 
ミィ　ブーデェム　スターヴィッチ  スペクタークリィ

и петь хором.
イ   ペッチ     ホーラム

спортивный фестиваль
スパルティーヴニィ　 フェスティヴァーリ

занятие на природе
ザニャーティエ ナ       プリローデ

фестиваль искусcтва и культуры
フェスティバーリィ イスクーストゥヴァ イ  クリトゥーリィ

на природе.
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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

праздник первоклассников
プラーズニック　ペルヴァクラースニカフ

медосмотр
メダスモートル

плавание
プラーヴァニエ

конкурс калиграфии
コーンクルス　カリグラーフィイ

выпускной вечер
ヴィプスクノーイ　ヴェーチェル

выставка

Нас ждёт много интересного.
ナス　ジュデョット　ムノーガ         　インテレースナバ

ヴィースタフカ

Апрель
アプレーリィ

Май
マイ

Июнь
イユーニ

Июль
イユーリ

Август
アヴグストゥ

Сентябрь
センチャーブリィ

Октябрь
アクチャーブリィ

Ноябрь
ナヤーブリィ

Декабрь
デカーブリィ

Январь
インヴァーリィ

Февраль
フェヴラーリィ

Март
マルトゥ

Какой сейчас месяц?
カコイ　 セイチャス　メーシャッツ
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