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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。

چه میکنی؟
チェ ミーコニ

در خارج از مدرسه تفریح می کنم.
ダル ハーレジュ アズ マドレセ タフリーフ ミーコナム

غذا یا شیرینی همراه خود می برم.

ギャザ ヤ シーリーニ ラー ベ ハムラーヘ ホド ミーバラム

یک سال مدرسه
デク サーレ マドレセ

برنامه های گوناگونی داریم.
バルナメハーイェ グーナグーニ ダーリム

پیک نیک
ピクニク

به مسابقات یا رقص می پردازم.
ベ モサベガート ヤ ラグス ミーパルダーザム

در دل طبیعت زندگی می کنم.
ダル デレ タビーアト ゼンデギ ミーコナム

در تئاتر یا آواز دسته جمعی رشکت می کنم.
ダル タアトル ヤ アーウァーゼ ダステ ジャムイー シェルキャト ミーコナム

فستیوال ورزشی
フェスティーウァーレ ウァルゼシー

کالس در طبیعت
ケラス ダル タビーアト

فستیوال فرهنگ و ه�
フェスティーウァーレ ファルハング ウァ ホナル
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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

مراسم آغاز سال تحصیلی
マラセメ アーギャゼ サーレ タフセィーリー

اندازه گیری وزن بدن
アンダーゼ ギーリイェ ウァズネ バダン

شنا
シェナ

مسابقه خطاطی سال نو
モサベゲイェ ハッタティエ サーレ ノ

مراسم فارغ التحصیلی
マラセメ ファレゴッタフセィーリー

�ایشگاه

چیزهای جالب، زیادی داریم.
チズハイェ ジャーレブ ゼィヤード ダーリム

ナマイェシュガーフ

ماه چهارم (فروردین)
マーヘ チャハーロム 「ファルウァルディン」

ماه پنجم (اردیبهشت)
マーヘ パンジョム「オルディーベヘシュト」

ماه ششم (خرداد)
マーヘ シェショム 「ホルダド」

ماه هفتم (تیر)
マーヘ ハフトム「ティール」

ماه هشتم (مرداد)
マーヘ ハシュトム 「モルダド」

ماه نهم (شهریور)
マーヘ ノホム「シャフリーウァル」

ماه دهم (مهر)
マーヘ ダホム 「メフル」

ماه یازدهم (آبان)
マーヘ ヤズダホム 「アーバーン」

ماه دوازدهم (آذر)
マーヘ ダウァズダホム 「アザル」

ماه اول (دی)
マーヘ アッウァル 「デイ」

ماه دوم (بهمن)
マーヘ ドッウォム 「バフマン」

ماه سوم (اسفند)
マーヘ セッウォム 「エスファンド」

االن چه ماهی است؟
アルアン チェ マーヒ アスト
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