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わたし  の  がっこう
Watashi             no               gakkou

7

okujou

おくじょう

genkan

げんかん

tearaiba

てあらいば
koutei

こうてい

sunaba

すなば

Ongakushitsu wa dokodesuka.

おんがくしつ は  どこですか。

Nikai desu.

2かい です。

Taiikukan desu.

たいいくかん です。

Are     wa nandesuka.

あれ  は  なんですか。

kousha
こうしゃ

taiikukan

たいいくかん

puuru

プール

Mon école / ໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ
 モ　        ネコル            ホーンヒャーンコーンコーイ

 ル　トワ        ダー（ド）ファ
le toit / ດາດຟ້າ

 ル　   ジ厶ナズ    ホーンキラー
le gymnase / ໂຮງກິລາ

 ラ　 ピシヌ              サローイナ（ム）
la piscine / ສະລອຍນໍ�າ

ロントレ　プレンシパル
l'entrée (principale)

パトゥー　ターンカウ
ປະຕູທາງເຂົ້າ

 レ　     ラヴァボ            ボーンラーンムー
les lavabos / ບ່ອນລ້າງມື

ラ　クル　ドゥ　レコル
le cour de l'école

ドゥーンホーンヒャーン
ເດີ່ນໂຮງຮຽນ

 ル　バック　ア　サーブル           ドゥーンディンサーイ
le bac à sable / ເດີ່ນດິນຊາຍ

ウ　エ　ラ　サル　ド　ミュジク
Où est la salle de musique?

ホーンドンティーユーサイ
ຫ້ອງດົນຕີຢູ່ໃສ? オ　プルミエ　エタージュ

Au premier étage.
ユーサンソーン
ຢູ່ຊັ້ນສອງ.

レ　バティマン　ドゥ　レコール
les bâtiments de l'école

トゥッ（ク）ホーンヒャーン
ຕຶກໂຮງຮຽນ

ケ　ス　ク　セ　ラ　バ
Qu'est-ce que c'est là-bas?

アンナン　メーン　ニャン
ອັນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

セ　ル　ジムナズ
C'est le gymnase.

アンナン　メーン　ホーンキラー
(ອັນນັ້ນ) ແມ່ນໂຮງກິລາ.
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kokubankeshi

こくばんけし

kokuban
こくばん

chooku

チョーク

kabin
かびん

isu

いす

Sore       wa      nandesuka.

それ  は  なんですか。

Tsukue desu.

つくえ です。

Kore     wa            nandesuka.
これ  は  なんですか。

Kabin desu.

かびん です。

kouchoushitsu 

こうちょうしつ
shokuinshitsu

しょくいんしつ

jimushitsu 

じむしつ
hokenshitsu

ほけんしつ

kyuushokushitsu 
きゅうしょくしつ shujishitsu

しゅじしつ

ラ　ブロッス　ア　タブロー
la brosse à tableau

モンルーブ　カダン
ໝອນລຶບກະດານ

 ユヌ　クレー         ソルカウ
une craie / ສໍຂາວ

 ユヌ　シェーズ          タンカオイ
une chaise / ຕັ່ງເກົ້າອີ້

 ラドミニストラセィオン          ホーンカーン
l'administration / ຫ້ອງການ

 ル　タブロー       カダン
le tableau / ກະດານ

ケ　ス　ク　セ
Qu'est-ce que c'est?

アンニー　メーン　ニャン
ອັນນີ້ແມ່ນຫຍັງ?

セトン　ププィトレ
C'est un pupitre.

ニー　メーン　ト
(ນີ້) ແມ່ນໂຕະ.

アン　ヴァズ　ア　フルール
un vase à fleurs

タオ　ドー（ク）マイ
ເຕົ້າດອກໄມ້

セトン　ヴァズ　ア　フロル
C'est un vase.

マンメーン　タオ　ドー（ク）マイ
ມັນແມ່ນເຕົ້າດອກໄມ້.

エ　サ　セ　クワ
Et ça, c'est quoi?
アンナン　メーン　ニャン

ອັນນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

ル　ビュロ　デュ　ディレクトル　( ドゥ　ラ　ディレクトリス )
le bureau du directeur (de la directrice)

ホーンア（ム）ヌワイカーン
ຫ້ອງອໍານວຍການ

ラ　サル　 デ　  プロフェソル
la salle des professeurs

ホーンパナッ（ク）ガーンクー
ຫ້ອງພະນັກງານຄູ

 ランフィルムリ           ホーンカーンペー（ド）
l'infirmerie / ຫ້ອງການແພດ

レ　キュイジヌ　ド　レコル
les cuisines de l'école

ホーンプンテソーン　アーハーン
ຫ້ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ

ランタンダンス
l'intedance

ホーン　ソー（ム）ペーン
ຫ້ອງຊ້ອມແປງ/
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