
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

 ジュ　レスペクト　レ　フー　ドゥ　セィルキュラセィオン
Je respecte les feux de circualtion 

A l'aller et au retour de l'école / ການໄປ ແລະ ການມາໂຮງຮຽນ
ア　      ラレ　    オ　   ルトゥール  デ　   レコル         カーンバイ  カーンマーホーンヒャーン

ハッ（ク）サーコッ（ド）チョラチョーン ຮັກສາກົດຈໍລະຈອນ

 ヴェール ファイキャーウ
vert / ໄຟຂຽວ

ジュヌ     　 ファイルアーン
jaune / ໄຟເຫຼືອງ

 ルージュ          ファイデーン
rouge / ໄຟແດງ

ジャヴァンス
j'avance

パイナー
ໄປໜ້າ

ジェ　フェ　   アタンセィオン
je fais attention

ラヴァン
ລະວັງ

ジュ     　マレット
je m'arrête

ユッ（ド）
ຢຸດ

ジュ　トラヴェルス　オ　パサージュ　クルーテJe traverse au passage clouté
カー（ム）ターンマラーイ ຂ້າມທາງມ້າລາຍ

ジュ スュイ　ル　     シュマン　     プール　レ         　ゼコリエ
Je suis le chemin pour les écoliers

ニャーンター（ム）ターンティアーウホーンヒャン ຍ່າງຕາມທາງທ່ຽວໂຮງຮຽນ

セ　ダンジュルー　ドゥ　ス　プレセィピテ　ヴェール　ラ　リュー　アン　クーラン
C'est dangereux de se précipiter vers la rue en courant

レーンルーオー（ク）ホンターン　ペン　アンタラーイ ແລ່ນລູ່ອອກຫົນທາງເປັນອັນຕະລາຍ
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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
 ウ　エ　ラ　スタシオン　ガール              サターニーロッ（ド）ファイユーサイ
Où est la gare? / ສະຖານີລົດໄຟຢູ່ໃສ?

セ　コンビアン　ジュスカ　シンジュク
C'est combien jusqu'à Shinjuku?

パイホー（ド）スィンユク　ラーカーターウダイ
ໄປຮອດ ຊິນຢູກິ ລາຄາເທົ່າໃດ?

 アレ　トゥ　ドラ                         パイスー
aller tout droit / ໄປຊື່

 ア　ゴーシュ    サーイ
à gauche / ຊ້າຍ

 トルネ　ア　ドラット         リアーウコワー
tourner à droite / ລ້ຽວຂວາ

セィ　ジャメ　テュ　トゥ　ベール　ウ　セィ　テュ　エアン　ディフィキュルテ　ドウマンド　ドゥ　レッド　アン　モントラン　セット　パージュ
Si jamais tu te perds, ou si tu es en difficulté, demande de l'aide en montrant cette page.
ナイヴェーラーロンターン　チョンアーウアンニハイプン　プーワココワー（ム）スワーイネエウ
ໃນເວລາຫຼົງທາງ, ຈົ່ງເອົາອັນນີ້ໃຫ້ເບິ່ງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.
ドウマンド　ア　トン　プロフェスール　ドゥ　ランプリー　ル　セット　パージュ　アン　ジャポネ
Demande à ton professeur de remplir cette page en japonais.
ハイクーキャーンペンバーサーイプンハイ
ໃຫ້ຄູຂຽນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້.

 ノン スー
nom / ຊື່

 アドレス         ティーユー
adresse / ທີ່ຢູ່

 ニュメロ　ドゥ　テレフォンヌ      トーラサッ（プ）
numéro de téléphone / (ເບີ) ໂທລະສັບ

 ペルソヌ　ア　プレヴニール         ボーンティットー
personne à prévenir / ບ່ອນຕິດຕໍ່

※

※

※

※
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