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もちもの
Mochimono

6

Enpitsu o motte imasuka.

えんぴつ　を  もっていますか。

Motte imasu.

もっています。

keshigomu

けしゴム
nori

のり
monosashi

ものさし kasa

かさ
hankachi

ハンカチ
chirigami

ちりがみ

iroenpitsu

いろえんぴつ

Kyoukasho o mottekimashitaka.

きょうかしょ　を  もってきましたか。

Motte imasen.

もっていません。

Iie, wasuremashita.
いいえ、わすれました。

Hai, mottekimashita.

はい、もってきました。

Mizugi o mottekite kudasai

みずぎ　を　もってきて　ください。

Objets personnels / ອຸປtກອນທີ່ມີຢູ່
 オブジェ　             ペルソネル                 ウバコーンティーミーユー

 ヴサ　    ウェ　アン　クレヨン                   チャウミーソーダ（ム）ボ
Vous avez un crayon ? / (ເຈົ້າ) ມີສໍດໍາບໍ່?

 ジョナン　ネ　パ       ボーミー
Je n'en ai pas. / ບໍ່ມີ.

 ジョ　ネ　アン       ミー
J'en ai un. / ມີ.

 アン　パラプリュイ       カンホ（ム）
un parapluie / ຄັນຮົ່ມ

ユヌ　    ゴム
une gomme

ヤーンルッ（ブ）
ຢາງລຶບ

ドゥ　ラ　コル
de la colle

カオກາວ

ユヌ　レーグル
une règle

バンタッ（ド）
ບັນທັດ

テ　クレィヨン　ドゥ　クルール
des crayons de couleur

ソースィー
ສໍສີ

ヴー　ザヴェ　アポルテ　ヴォトル　リプレ　ド　レフェロンス
Vous avez vous apporté votre livre de référence?

チャウ　トゥープ（ム）タ（ム）ラーマーボ
(ເຈົ້າ) ຖືປຶ້ມຕໍາລາມາບໍ່?

ノン　ジェレ　ウブリエ
Non, je l'ai oublié.

ボー　ルー（ム）トゥーマー
ບໍ່, ລືມຖືມາ.

ウィ　ジェレア　ポルテ
Oui, je l'ai apporté.

チャーウ　トゥーマー
ຈ້າວ, ຖືມາ.

アポルテ  　  ヴ　       マヨ　      ドゥ　  バン
Apportez vos maillots de bains.

アウ　スッ（ド）コーイナ（ム）マーデー
ເອົາຊຸດລອຍນໍ�າມາແດ່.

アン　ムシュワール　アン　ティスュ　( ユヌ　ポシェット )
un mouchoir en tissu (une pochette)

ペー　モン
ແພມົນ

アン   ムシュワール  アン　パピエ
un mouchoir en papier

チアー　アナーマイ
ເຈ້ຍອະນາໄມ
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Boushi o kaburu nugu

ぼうし を  かぶる　 ぬぐ

Fuku o kiru nugu

ふく を  きる　 ぬぐ

Zubon o haku nugu

ずぼん を  はく　 ぬぐ

hyoujun fuku

ひょうじゅんふく
kutsu

くつ

kutsushita

くつした

しょうがっこう
shougakkou

　ねん　　　　　くみ　　　　　ばん
nen kumi ban

なまえ
namae

中学校
chuugakkou

　　年　　　　　　組　　　　　　番
nen kumi ban

名前
namae

Mochimononi namae o kakimashou.

もちものに　なまえを　かきましょう。

 メトル　ソン　シャッポ                     オンルヴェ
mettre son chapeau       enlever

 サイモワー（ク） ポッ（ド）
ໃສ່ໝວກ     ປົດ

 サビエ                     ス　デザビエ
s'habiller       se déshabiller

 ヌンクアーン       ケー
ນຸ່ງເຄື່ອງ        ແກ້

 メトル　ソン　ポンタルオン                     オンルヴュ
mettre son pantalon       enlever

 ヌンソン               ケー
ນຸ່ງໂສ້ງ         ແກ້

 アン　ユニフォルム       クアーンベッ（ブ）
un uniforme / ເຄື່ອງແບບ

 デ　ショセット               クー（ブ）
des chaussures / ເກີບ

デ　     ショスュール
des chaussettes

ローン　ターオ
ລອງເທົ້າ

 エクリ　トン　ノン　スュール　トゥット　テ　ザフェール

Écris ton nom sur toutes tes affaires.
ハイキャーンスーサイウパコーンコーントン
ໃຫ້ຂຽນຊື່ໃສ່ອຸປະກອນຂອງຕົນ.

 エコール　プリメール         ホーンヒャーンパト（ム）
École primaire / ໂຮງຮຽນປະຖົມ.

 アネ        ピー
Année / ປີ

 グロブ           ホーン　モワー（ド）
Groupe / ຫ້ອງ (ໝວດ)

 ヌメロ           ブー
Numéro / ເບີ

 アネ        ピー
Année / ປີ

 グロブ           ホーン　モワー（ド）
Groupe / ຫ້ອງ (ໝວດ)

 ヌメロ           ブー
Numéro / ເບີ

 ノン       スー
Nom / ຊື່

 エコール　スゴンデール　( プルミエ　セィクル )            ホーンヒャーン　マッダヨムトン
École secondaire (premier cycle) / ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ

 ノン       スー
Nom / ຊື່
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