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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。

Une année à l'école / ໜຶ່ງປີຢູ່ໂຮງຮຽນ
           ウナネ　              ア　      レコル             ヌンピー　ユーホーンヒャーン

イ　リ　ヤ　ドゥ　ノンブルーズ　アクティビテ
Il y a de nombreuses activités. 

ミーガーンラーイラーイバベー（ド）
ມີງານຫຼາຍໆປະເພດ.

レ　ゼクスキュルセィオン         レ　             ピックニック
l'excursion /  les pique-niques 

バイ　ピッ（ク）ニッ（ク）
ໄປປິກນິກ

ケス　コン　フェ
Qu'est-ce qu'on fait?

プアカオチャ　ヘッ（ド）ニャンデー
ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແດ່?

オン　サミューズ　アン　ドウオール　ドゥ　レコール
On s'amuse en dehors de l'école.

パイムアーンスーンユーノー（ク）　ホーンヒャーン
ໄປມ່ວນຊື່ນຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ.

オン　アポルト　ア　マンジェ
On apporte à manger.

トゥーピントー　レ　カウノ（ム）パイ　ポー（ム）
ຖືປິ່ນໂຕ ແລະ ເຂົ້າໜົມໄປພ້ອມ.

ラ　フェトゥ　スポルティヴゥ /   レ          コンペティション　     スポルティヴゥ
la fête sportive - les compétitions sportives 

ガーン　ケーンカン　キラー
ງານແຂ່ງຂັນກິລາ

オン　エ　コンキュラン　ウ　オン　ダンス　アンサンブル
On est concurrents ou on danse ensemble.

テンラム　レ　レーンケーン（カン）カン
ເຕັ້ນລໍາ ແລະ ແລ່ນແຂ່ງ(ຂັນ)ກັນ.

レ　ザクティヴィテ　パラスコレール
les activités parascolaire 

ビャーン　バンヤーカー（ド）ユーノー（ク）ホーンヒャーン
ປ່ຽນບັນຍາກາດຢູ່ນອກໂຮງຮຽນ

オン　ヴィ　ダン　ラ　ナテュール
On vit dans la nature.

サイズィヴィッ（ド）ユーダー（ム）カーンダ（ム）マサー（ド）
ໃຊ້ຊີວິດທາມກາງທໍາມະຊາດ.

レ　フェスティヴァル　アルティスティック　エ　キュルデュレル
les festivals artistiques et culturels 

ガーン　サデーン　スィラパ　ブンヴァッ（ド）タナタ（ム）
ງານສະແດງສິລະປະ, ບຸນວັດທະນະທໍາ

オン　ジュー　ウ　オン　シャント　スュール　セーヌ
On joue ou on chante sur scène.
サデーン　ラコーン　レ　ホーンペーンパサーンスィアーン

ສະແດງລະຄອນ ແລະ ຮ້ອງເພງປະສານສຽງ.
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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

イ　リ　ヤ　ボク　テヴェヌマン　アミュザン
Il y a beaucoup d'événements amusants. 

ミーラーイヤーンティームアーンスーン
ມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ມ່ວນຊື່ນ.

 ラ　ナタシヨン       ローイナ（ム）
la natation / ລອຍນໍ�າ

ラ　 セレモニ　  ドントレ
la cérémonie d'entrée

ガーンプー（ド）ソッ（ク）ヒャーン
ງານເປີດສົກຮຽນ

レグザマン　 ドゥ　サンテ
l'examen de santé

ヴァッ（ド）テー（ク）ハーンカーイ
ວັດແທກຮ່າງກາຍ

レ ゼクスポゼイセィオン
les expositions
ガーンヴァーンサデーン
ງານວາງສະແດງ

ラ　カリグラフィ　ドゥ　デビュー　ダネ
la calligraphie de débat d'année
ガーンキャーンナンスートンビーコンイープン
ງານຂຽນໜັງສືຕົ້ນປີຂອງຍີ່ປຸ່ນ

ラ　セレモニ　ド　ロシズチ　ディプローム
la cérémonie de remise des diplômes

ガーンビッ（ド）ソッ（ク）ヒャーン
ງານປິດສົກຮຽນ

 アヴゥリル      ドゥアーンメーサー
Avril / ເດືອນເມສາ

 ジュイエ         ドゥアーンコーラコッ（ド）
Juilet / ເດືອນກໍລະກົດ

 ジュアン        ドゥアーンミートゥナー
Juin / ເດືອນມິຖຸນາ マイー          ドゥアーンプッ（ド）サパー

Mai / ເດືອນພຶດສະພາ

 ウォーター      ドゥアーンスィンハー
Août / ເດືອນສິງຫາ  セプトンブル         ドゥアーンカンヤー

Septembre / ເດືອນກັນຍາ

 オクトブル          ドゥアーントゥラー
Octobre / ເດືອນຕຸລາ  ノヴァンブル        ドゥアーンパチッ（ク）

Novembre / ເດືອນພະຈິກ  デサンブル          ドゥアーンタンヴァー
Décembre / ເດືອນທັນວາ

 ジャンヴィエ   ドゥアーンマンコーン
Janvier / ເດືອນມັງກອນ  フェヴゥリエ   ドゥアーンク（ム）パー

Février / ເດືອນກຸມພາ

 マルス       ドゥアーンミーナー
Mars / ເດືອນມີນາ

アン　ケル　ムア　ソム　ヌ
En quel mois sommes-nous?

パチュバンニーメーンドゥアーンニャン
ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນເດືອນຫຍັງ?
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