
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سبز
サブズ

زرد
ザルド

قرمز
ゲルメズ

عبور کردن
オブール キャルダン

احتیاط کردن
エフテェヤート キャルダン

ایستادن
イースターダン

در راه مدرسه به عالئم رانندگی توجه کنیم
ダル ラーヘ マドレセ ベ アラーエメ ラナンデギー タウァッジョフ コニーム

رفت و آمد به مدرسه
ラフト ウァアーマド ベ マドレセ

از خط عابر پیاده عبور �اییم
アズ ハッテ アーベレ ピヤーデ オブール コニーム

از محل تردد دانش آموز عبور �اییم
アズ マハッレ タラッドデ ダネシュ アームズ オブール ナマーイーム

ناگهان پریدن وسط خیابان خطرناک است
ナーギァハン パリーダン ウァサテ ヒャーバン ハタルナーク アスト
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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

ایستگاه قطار کجاست؟
イストガーヘ ギャタール コジャ アスト

تا شین جوکو چقدر می شود؟
タ シンジュク チェギャドロ ミーシャウァド

چپ
チャプ

مستقیم به جلو رف�
モスタギーム ベ ジョロ ラフタン

گردش به راست
ギャルデシュ ベ ラスト

エスム
اسم

アドレス
آدرس

ショマーレイェ テレフォン
ش�ره تلفن

ナーメ シャフセ モーレデ タマース
نام شخص مورد �اس

گر گم شدید این صفحه را نشان دهید و از کسی کمک بخواهید.

به معلمتان بدهید تا به ژاپنی بنویسد.

アギャル ゴム ショデェード イン サフヘ ラ ネシャーン ダヒード ウァ アズ キャセィ コマク ベハーヒード

ベ モアッレメ タン ベダヒード タ ベ ジャポニ ベネウィーサド
※

※
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