
18 19

なかよく  あそぼう
Nakayoku asobou

5

いれて。
Irete.

 Isshoni asobitaina.

いっしょに あそびたいな。

いっしょに やろう。
Isshoni yarou.

なわとび
nawatobi

サッカー
sakkaa

いいよ。
Iiyo.

バスケットボール
Basukettobooru

ドッジボール
dojjibooru

Bokunimo yarasete.

ぼくにも  やらせて。

1

2

3

4

サッカー を しよう。
Sakkaa o shiyou.

どうぞ。
Douzo.

ごめんなさい。
Gomennasai.

あし　が　いたいから　できません。
Ashi ga itaikara dekimasen.

Jouons ensemble / ຫຼິ້ນນໍາກັນດີໆເທາະ
 ジュオン　        アンサンブル              リンナ（ム）カンディーディート

 コルド　ア　ソテ           チンスアー（ク）
corde à sauter / ເຕັ້ນເຊືອກ.

 ビヤン　スール          ダイ
Bien sûr.  / ໄດ້.

 ジュ　ヌ　ブ　パ　ゾュ　マル　ア　ラ　ジョンブ                           テ　ボーダイ　ポチェッ（ポ）ティーン
Je ne peux pas, j'ai mal à la jambe. / ເຕະບໍ່ໄດ້ເພາະເຈັບຕີນ.

 ヴィヤン     スーン
Viens.  / ເຊີນ.

 エクスキュゼモワ                       コトー（ド）
Excuse-moi. / ຂໍໂທດ.

 ジェムレ　ジェレ　アヴェク　オ
J'aimerais jouer avec eux. 

ヤー（ク）リンナ（ム）デー
ຢາກຫຼິ້້ນນໍາເດ.

ジェ　プ　ジュエ　アヴェク　ヴゥ
Je peux jouer avec vous?

カウリンナ（ム）デー
ເຂົ້າຫຼິ້ນນໍາແດ່.

ジュオン　ア　フトゥボル　( ソケール )
Jouons au football (soccer).

テ　バーン　トເຕະບານເທາະ.

 フトゥボル　( ソケール )    キラー　バーン　テ
football (soccer) / ກິລາບານເຕະ

 バスケト　ボル　バロン　パイネル                  キラー　バーン　ボワーン
basket ball (Ballon panier) / ກິລາບານບ້ວງ

ジュオン　アンサンブル
Jouons ensemble. 

リンナ（ム）カン
ຫຼິ້ນນໍາກັນດີໆເທາະ.

ジュ　ヴー　ジュエ　ムワ　オセイー
Je veux jouer moi aussi.

ハイ　コーイリンナ（ム）デー
ໃຫ້ຂ້ອຍຫຼິ້ນນໍາແດ່.

 バロン　     シャセール          キラー　ケーウアン　バーン
ballon chasseur / ກິລາແກ່ວງບານ
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make
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Nakayoku shiyou.

なかよく  しよう。

/

/

 フェール　ラ　ペ                クーンティー
faire la paix / ຄືນດີ

イル　ス　シャマィユ
Ils se chamaillent.
ソーンコン　ク（ム）ラン　ビッ（ド）カンユー
(ສອງຄົນ) ກໍາລັງຜິດກັນຢູ່.

シャクン　パンス　ク　ロートレ　ア　トール
Chacun pense que l'autre a tort.
プーダイ　コキヴァーファーイコンカンカー（ム）ビッ（ド）
ຜູ້ໃດກໍຄິດວ່າຝ່າຍກົງກັນຂ້າມຜິດ.

メ　 イル　デジール　ス　レコンジリエ
Mais, ils désirent se réconcilier.
テーターンファーイコルアーンキッ（ド）ヤー（ク）　クーンディーカン
ແຕ່ຕ່າງຝ່າຍກໍລ້ວນຄິດຢາກຄືນດີກັນ.

イル　フォン　ラ　ペ　アン　ス　セラン　ラ　マン
Ils font la paix en se serrant le main.
チャッ（ブ）ムークーンディーカン
ຈັບມືຄືນດີກັນ.

フゾン　ラ　ペ
Faisons la paix.

プワー（ク）ハウマーディーナ（ム）カント
ພວກເຮົາມາດີນໍາກັນເທາະ.

 ロシュ　パピエ　シゾ               ティース（ム）
"roche-papier-ciseaux" / ຕີຊຸ້ມ

ピエール
pierre

コーンヒーン
ກ້ອນຫີນ

グー
guu

カ（ム）バン
ກໍາປັ້ນ

パー
paa

ペームーエ
ແບມື

チョキ
choki
ソーン　ニュー
ສອງນິ້ວ

 シゾ ミー（ド）　タッ（ド）
ciseaux / ມີດຕັດ  パピエ            チアー

papier / ເຈ້ຍ

 ガニェ        ペー、サナ
gagné / ແພ້, ຊະນະ

 ペルド       スィア　ボーペー
perdu / ເສຍ, ບໍ່ແພ້

 エガリテ     サムー
egalité / ສະເໝີ

※

※

※

※

※

※

※

※
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