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Kibun ga warui desu.

きぶん　が　わるいです。

どうしましたか。
Doushimashitaka.

Onaka ga itai desu.

おなか　が　いたいです。

Atama ga itai desu.

あたま　が　いたいです。

からだ  の  ちょうし
Karada            no        choushi

2
Hokenshitsu         no           sensei
 ほけんしつ  の  せんせい

atama
あたま

hana
はな

kuchi
くち

te
て

mune
むね

onaka
おなか

hiza
ひざ

sune
すねashi

あし

koshi
こし

senaka
せなか

tsume
つめ

nodo
のど

mimi
みみ

me
め

ha
は

エタ　        フィジク               サパー（ブ）　ハーン　カーイ
État physique / ສະພາບຮ່າງກາຍ

 ケスキリヤ                         （チャオ）ベン　ヤン　バイ
Qu'est-ce qu'il y a? / (ເຈົ້າ) ເປັນຫຍັງໄປ?

 ジェ　ヌ　モ　ソン　パ　ビエン
Je ne me sens pas bien. 

 （コーイ）フースッ ( ク ) ボーサバーイ
(ຂ້ອຍ)ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ.

ジェ　マル　オ　ヴォントレ
J'ai mal au ventre. 

（コーイ）チェッ（ブ）トーン
(ຂ້ອຍ) ເຈັບທ້ອງ.

ジェ　マル　ア　ラ　テト
J'ai mal à la tête.
（コーイ）チェッ（ブ）ホワ

(ຂ້ອຍ) ເຈັບຫົວ.

セィ　ジュ　ネ　    ム　     サン　        パ      　ビヤン　 ジュ　ル　ティ　            オセィト　      オ　      プロフェスール　           ウ　ジェ　ヴェ　     ア　ランフィルムリー
Si je ne me sens pas bien, je le dis aussitôt au professeur, ou je vais à l'infirmerie.
ターフースッ（ク）ヴァーハンカーイビッ（ド）ボカティチョンブッ（ク）サーナ（ム）クーバチャンホーン　ル　ベー（ド）バチャンホーンカーンベー（ド）
ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ, ຈົ່ງປຶກສາຄູປະຈໍາຫ້ອງຫຼືແພດປະຈໍາຫ້ອງການແພດ.

 ランフィルミエール          ベー（ド）バチャンホーンカーン　ベー（ド）
L'infirmière / ແພດປະຈໍາຫ້ອງການແພດ

 レ　ズュ            ター
les yeux / ຕາ

 レ　   オレイユ         フー
les oreilles / ຫູ

レ　   ドン
les dents

ケーウ
ແຂ້ວ

 ラ　ゴルジュ       コー
la gorge / ຄໍ

レ　  ゾングル
les ongles

レップ（ム―）
ເລັບ(ມື)

 ル　  ド          ラン
le dos / ຫຼັງ

 レ    　ラン          エーウ
les reins / ແອວ

 レ　   ジョンブ         カー
les jambes / ຂາ

 レ　ティビィア      ケーン
les tibias / ແຄ່ງ

 レ　    ジュヌ    　　 ホワカウ
les genoux / ຫົວເຄົ່າ

 レストマ             トーン
l'estomac / ທ້ອງ

 ラ　ポトリンヌ          アッ（ク）
la poitrine / ເອິກ

レ　    マン
les mains
ムー
ມື

 ラ　   ブシュ            パー（ク）
la bouche / ປາກ

 ル　  ネ          ダン
le nez / ດັງ

 ラ　テット        ホワ
la tête / ຫົວ

※

※
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8 9

がっこうを  やすむとき
 Gakkou o yasumutoki

でんわで  はなす
Denwa   de     hanasu

おだいじに。
Odaijini.

Kaze de yasumimasu.

かぜ　で やすみます。

わたしの  きもち
 Watashi　no kimochi

Gakkou     no denwa
がっこうの  でんわ

Tannin    no sensei
たんにんの  せんせい

てがみに  かく
Tegami　ni kaku

riyuu
りゆう

fukutsuu
ふくつう

kaze
かぜ
hatsunetsu
はつねつ

ie no youji
いえの  ようじ

○月○日（○）

○月○日（○）

○月○日（○）

○月○日（○）

ureshii 

うれしい
kanashii

かなしい

tanoshii 

たのしい

okoru

おこる
komaru

こまる

sabishii

さびしい

omoshiroi 

おもしろい
tsumaranai

つまらない

 パルレ　テレフォンヌ                 ヴァウターン　トラサッ（ブ）
Parler au téléphone / ເວົ້າທາງໂທລະສັບ

fr / raos

 カン　ジュ　マブサント　ドゥ　レコール                 ヴェーラカー（ド）ホーンヒャーン
Quand je m'absente de l'école / ເວລາຂາດໂຮງຮຽນ

fr / raos

 セィ　ジュ　ヌ　ヴィヤン　パ　ジュ　ドワ　プレヴニール　レコール             ヴェーラチャーカー（ド）ホーンヒャーン　カルナ　ソン　カーウ
Si je ne viens pas, je dois prévenir l'école. /   ເວລາຈະຂາດໂຮງຮຽນ, ກະລຸນາສົ່ງຂ່າວ.

 ニュメロ　ドゥ　レコール            トラサッ（ブ）コーン　ホーンヒャーン
numéro de l'école / ໂທລະສັບຂອງໂຮງຮຽນ

 プロフェソール　レスポンサブル                 クー　パチャ（ム）　ホーン
professeur responsable / ຄູປະຈໍາຫ້ອງ

スワニェ　     ヴー　 ビヤン
Soignez-vous bien.

チョンハッ（ク）サースカパー（ブ）
ຈົ່ງຮັກສາສຸຂະພາບ.

カー（ド）ホーンヒャーン　ヨーン　ペンヴァッ（ド）
ຂາດໂຮງຮຽນຍ້ອນເປັນຫວັດ.

ジュ　ヌ　     プレ　       パ　ヴニール　ア　コーズ　  ダン   　リュム
Je ne pourrai pas venir à cause d'un rhume.

 エクリール　ウン　レトル              キャンペンチョッ（ド）マーイ
Écrire une lettre / ຂຽນເປັນຈົດໝາຍ

 モティフ          ヘー（ド）ポン
motif / ເຫດຜົນ

 マル　オ　ヴァントル       チェッ（ブ）トーン
mal au ventre / ເຈັບທ້ອງ

 リュム             ペンワッ（ド）
rhume / ເປັນຫວັດ

 フィエーヴル       ペンカイ　オー（ク）ホーン
fièvre / ເປັນໄຂ້ (ອອກຮ້ອນ)

 レゾン　ファミリアル               ヴィアック（ブ）（ド）（ク）コーンコッ（ブ）コワ
raison familiale / ວຽກຂອງຄອບຄົວ

 ジュ　スュイ　ズルー
je suis heureux

 メ　サンティマン             コウー（ム）フースック（ク）コーンコーイ
Mes sentiments / ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້ອຍ

ディー　チャイ
ດີໃຈ

ジュ　スュイ　トリスト
je suis triste

スィアチャイ
ເສຍໃຈ

ジュ　マミュズ　ビヤン
je m'amuse bien

ムアーンスーン
ມ່ວນຊື່ນ

ジュ　厶　サン　スール
je me sens seul

グアー（ム）グアウ
ຫງວມເຫງົາ

セ　タンテレサン
c'est intéressant

ナーソンチャイ
ໜ້າສົນໃຈ

セ　タンニュイユー
c'est ennuyeux
ブアーナーイ
ເບື່ອໜ່າຍ

ジュ　スュイ　ファシェ
je suis fâché

ハーイ
ຮ້າຍ

シェ　スュイ　ザンベテ
je suis embêté

ウッ（ク）アン　チャイ
ອຸກອັ່ງໃຈ

※ ※
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