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Un jour à l'école / ໜຶ່ງວັນຢູ່ໂຮງຮຽນ
 アン　   ジュ　   ラ　      レコル               ヌンヴァンユホーンヒャーン

 レポ      パッ（ク）
Repos! / ພັກ!  ロヴュヴ                ルッ（ク）クン

Levez-vous! / ລຸກຂຶ້ນ!  サルエ          カ（ム）ナッ（ブ）
Saluez! / ຄໍານັບ!  アセイエヴェ               ナンロン

Asseyez-vous! / ນັ່ງລົງ!

 リール    アーン
lire / ອ່ານ  エクリル        キャーン

écrire / ຂຽນ

 パルレ       ソンタナー
parler / ສົນທະນາ  エコータ         ファン

écouter / ຟັງ
 アリヴェー　ア　レコール
arrivée à l'école 

バイホーンヒャーン
ໄປໂຮງຮຽນ

 ル　ラサンブルマン　デュ　マタン
le rassemblement du matin 

ルワー（ム）トーンサウ
ລວມຕອນເຊົ້າ

 ガルダヴー
Garde à vous!

トン
ຕົງ!

オン　ロン
En rang!
テーウチャッ（ド）
ແຖວຈັດ!

ポジション　フィクス
Position fixe!

リャー（ブ）
ລຽບ!

 レ　ゼテュード         カーンハ（ム）ヒャーン
les études / ການຮໍ�າຮຽນ

ヴワール　ルガルテ
voir, regarder

ブン
ເບິ່ງ

レブレシール　パンセ
réflechir, penser

キッ（ド）
ຄິດ
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32 33

きゅうしょく
kyuushoku

そうじ
souji

Itadakimasu.

いただきます。
Gochisousama.

ごちそうさま。

Mousukoshi kudasai.

もうすこし  ください。

Houki      de haku.

ほうき で はく。
Zoukin       de fuku.

ぞうきん で ふく。
Tsukue       o naraberu.

つくえ を ならべる。

ぶかつどう
bukatsudou

げこう
gekou

あなたの  がっこう  では  なんじ  ですか。
 Anatano gakkou dewa nanji desuka.

toukou       jikoku

とうこうじこく

ji                  fun

じ  　　ふん

gekou       jikoku

げこうじこく

ji                  fun

じ  　　ふん

 ラ　ヌリテュル　フルニ　ア　レコル                        アハーンティアーン
la nourriture fournie à l'école / ອາຫານທ່ຽງ

ボナ　ペティ　( ジュロスワ )
Bon appétit (Je reçois).

キンカオト
ກິນເຂົ້າເທາະ.

メルセィー　セテ　トレ　ボン
Merci, c'était très bon.

コブチャイサムラアーハン
ຂອບໃຈສໍາລັບອາຫານ.

 アンコール　アン　プー　セィル　ヴー　プレー  コートゥ（ム）ノーイヌン
Encore un peu, s'il vous plaît. / ຂໍຕ່ືມໜ້ອຍໜຶ່ງ.

 ル　メナージュ            アナーマイ
le ménage / ອະນາໄມ

バレイエ
Balayer.

コワー（ド）ドワイニフォーイ .
ເຊັດ(ຖູ)ພື້ນດ້ວຍຜ້າແພ.

ネトワイエ　アヴェシク　ユヌ　セルビイエール
Nettoyer avec une serpillière.

セドトゥフンドワイニパパエ .
ກວດດ້ວຍຟອຍ.

ロンジェ　レ　ブビトレ
Ranger les bureaux.

チャット
ຈັດໂຕະ.

アクティヴィテ　ド　クルプ
activités de groupe 

ノワーイクアーンヴァイノー（ク）ラッ（ク）スー（ド）
ໜ່ວຍເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ

ソルティ　ド　レコル
sortie de l'école 

カッ（ブ）チャー（ク）ホーンヒャーン　ルー（ク）ヒャーン
ກັບຈາກໂຮງຮຽນ (ເລີກຮຽນ)

ア　ケル　ルール　ア　テュ　エコール
À quelle heure as-tu école? 

ホーンヒャーンチャウルー（ク）チャッ（ク）モーン
ໂຮງຮຽນເຈົ້າເລີກຈັກໂມງ?

ウール　ダリヴェー　ア　レコール
heure d'arrivée à l'école

ヴェーラーパイホーンヒャーン
ເວລາໄປໂຮງຮຽນ

ウール　ドゥ　ソルティー　ドゥ　レコール
heure de sortie de l'école
ヴェーラールー（ク）ホーンヒャーン

ເວລາເລີກໂຮງຮຽນ

ズール
heure (s)

モーン
ໂມງ

ズール
heure (s)

モーン
ໂມງ

ミニュトォ
minute (s)

ナーティー
ນາທີ

ミニュトォ
minute (s)

ナーティー
ນາທີ
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