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じかんわり
Jikanwari

9

kokugo

こくご

Rika       desu.

りか です。

shakai

しゃかい
sansuu

さんすう
rika

りか

seikatsu

せいかつ
ongaku

おんがく
zugakousaku

ずがこうさく
katei

かてい

suugaku

すうがく
bijutsu

びじゅつ
gijutsukatei

ぎじゅつかてい
hokentaiiku

ほけんたいいく

taiiku

たいいく

eigo

えいご

算　数国　語 社　会 理　科

せいかつ 音　楽 図画工作 家　庭 体　育

数　学 美　術 技術・家庭 保健体育 英　語

doutoku

どうとく
gaikokugokatsudou

がいこくご
かつどう

sougoutekina
gakushuunojikan

そうごうてきな
がくしゅうのじかん

gakkyuukatsudou

がっきゅうかつどう
kurabukatsudou

くらぶかつどう

どの  べんきょう で  つかいますか。
Dono benkyou    de tsukaimasuka.

Nijikanme wa nanno benkyou desuka.

２じかんめ　は　なんの　べんきょう　ですか。

L'emploi du temps / ຕາຕະລາງ
 ランプルワ　      テュ      　タン                  タータラーン

 ケル　  エ　    ル   　クル　     ド　ラ　     ドワジェム　       ペリオドゥ             スワモーンティーソーンメーンヴィサーニャン
Quel est le cours de la deuxième période? / ຊົ່ວໂມງທີ່ສອງແມ່ນວິຊາຫຍັງ?

レ　  セィアンス
Les sciences.

ヴィサー　ヴィタヤサー（ド）
ວິຊາ ວິທະຍາສາດ.

ジャポネ
Japonais
パーサ　ニープン
ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

セィアンス　ソセィアール
Sciences sociales

ヴィサー　サーンホム
ວິຊາ ສັງຄົມ

アリトメティツク
Arithmétique

ヴィサー　レーク
ວິຊາ ເລກ

セィアンス
Sciences

ヴィサー　ヴィタヤサー（ド）
ວິຊາ ວິທະຍາສາດ

セィアンス　ナテュレル
Sciences naturelles
ヴィサー　シヴィ（ド）パチャンマン

ວິຊາ ຊີວິດປະຈໍາວັນ

ミュゼィック
Musique

ヴィサー　ドンティ
ວິຊາ ດົນຕີ

アール　プラスティック
Arts plastiques

ヴィサー　サーンパーブ　レー　ハッ（ド）タクム
ວິຊາສ້າງພາບ ແລະ ຫັດຖະກໍາ

アール　メナジェ
Arts ménagers
ヴィサー　カンフーアネ

ວິຊາການເຮືອນ

エテュカセィオン フイジック
Éducation physique

ヴィサー　キラー　パルクパティバード
ວິຊາ ກິລາ (ພາກປະຕິບັດ)

マテマティック
Mathématiques

ヴィサー　レー（ク）
ວິຊາ ເລກ

ボザール
Beaux-arts

ヴィサー　シラパクム
ວິຊາ ສິລະປະກໍາ

テクニック　メナジェール
Techniques ménagères

ヴィサー　テキニク　コブコアー
ວິຊາເຕັກນິກຄອບຄົວ

センテ　エ　エチュカセィオン　フィゼィック
Santé et éducation physique

ヴィサー　キラー　パルクティサーディー
ວິຊາກິລາ (ພາກທິດສະດີ)

アングレ
Anglais

ヴィサー　パーサ　アンキード
ວິຊາ ພາສາອັງກິດ

エテュカセィオン　セィヴィック
Éducation civique

シラタム
ສິລະທໍາ

ラング　ゼトランジュール
Langues étrangères

クーンバイ　パーサー　ターンパッテート
ເຄື່ອນໄຫວ ພາສາຕ່າງປະເທດ

アヴランティセージュ　アンテグレ
Apprentisage intégré

スワモーンフッカハット　ルームタンモッド
ຊົ່ວໂມງຝຶກຫັດລວມທັງໝົດ

アクティヴィテ　ドゥ　クラース
Activités de classe

カンクーンハイテーラサンヒャーン
ການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ

アクティヴィテ　アン　グループ
Activités en groupes

ノーイ（チォ）クーンバイ
ໜ່ວຍ (ຈຸເຄື່ອນໄຫວ

プール　ケル　クール　ユディリズ　テュ　ル　マテリエ　ル　スュイヴァン
Pour quel cours utilises-tu le matériel suivant? 

サイサ（ム）ラッ（ブ）ヒャーンヴィサーニャン
ໃຊ້ສໍາລັບຮຽນວິຊາຫຍັງ?
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どんな  クラブ（ぶ）   に  はいりたい  ですか。
Donna kurabu(bu) ni         hairitai              desuka.

ji kan wari hyou nen kumi
じ　　 かん　　わり　 ひょう

時  間  割  表

getsu
げつ

月

1

ねん　　　 　くみ

年　　組

2

3

4

5

6

ka
か

火

sui
すい

水

moku
もく

木

kin
きん

金

shugei

しゅげい
burasubando

ブラスバンド

takkyuu

たっきゅう

manga

まんが
ryouri

りょうり
engeki

えんげき
kousaku

こうさく
shashin

しゃしん
konpyuuta

コンピュータ

bareebooru

バレーボール

sakkaa

サッカー
yakyuu

やきゅう
badominton

バドミントン
rikujou

りくじょう
suiei

すいえい
juudou

じゅうどう

じかんわり　を　つくりましょう。
Jikanwari o tsukurimashou. ランプリー　ドン　アンプルワ　デュ　タン

Remplis ton emploi du temps. 
ヘッ（ド）タータラーンカント

ເຮັດຕາຕະລາງກັນເທາະ.

 アンプロー　デュ　テムプス     タータラーン
Emploi du temps / ຕາຕະລາງ

 アネ        ピー
Année / ປີ

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

ランディ
Lundi

ヴァンチャン
ວັນຈັນ

マルディ
Mardi

ヴァンアンカーン
ວັນອັງຄານ

メルクロディ
Mercredi

ヴァン　ポーウドゥ
ວັນພຸດ

ジュディ
Jeudi

ヴォンパハッ（ド）
ວັນພະຫັດ

ヴァンドレディ
Vendredi
ヴォンソッ（ク）

ວັນສຸກ

ア　ケル　クラーブ　ヴー　チュ　パルティセィペ
À quel club veux-tu participer? 

チャウヤー（ク）カウノワーイクアーンヴォイノ（ク）ラッ（ク）スー（ド）ダイ
ເຈົ້າຢາກເຂົ້າຮ່ວມ (ເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ) ໃດ?

トラベイル　マニュエル
travail manuel

ヌアーイ　タッ（ク）セーヴ
(ໜ່ວຍ) ຖັກແສ່ວ

ファンファール
fanfare

ヌアーイ　パウ　ケー
(ໜ່ວຍ) ເປົາແກ

ピングボング
ping-pong

ヌアーイ　ティー　ピンポン
(ໜ່ວຍ) ຕີປິງປ່ອງ ヴォレボール

volley-ball
ヌアーイ　ティー　バーンソン
(ໜ່ວຍ) ຕີບານສົ່ງ

 キュイゼイーヌ           ヌアーイ　プンゲーン　アーハーン
cuisine / (ໜ່ວຍ) ປຸງແຕ່ງອາຫານ

パンド　   テセィネ　      マンガ
bande dessinée\ manga

ヌアーイ　テー（ム）　フー（ブ）カトゥーン
(ໜ່ວຍ) ແຕ້ມຮູບກາຕູນ

 テアートル           ヌアーイ　サエーンラコーン
théâtre / (ໜ່ວຍ) ສະແດງລະຄອນ

 ブリコラージュ            ヌアーイ　コーサーン
bricolage / (ໜ່ວຍ) ກໍ່ສ້າງ

 フォトグラフィ         ヌアーイ　ターイフー（ブ）
photographie / (ໜ່ວຍ) ຖ່າຍຮູບ

 アンフォルマティック      ヌアーイ　コ（ム）ピュトゥー
informatique / (ໜ່ວຍ) ຄອມພິວເຕີ

 フットボール       ヌアーイ　テバーン
football / (ໜ່ວຍ) ເຕະບານ

 ベースボール             ヌアーイ　ティーベースボーン
base-ball / (ໜ່ວຍ) ຕີເບດສບອນ

 バドミントン              ヌアーイ　ティドクビックカイ
badminton / (ໜ່ວຍ) ຕີດອກປີກໄກ່

 アトレティズム         ヌアーイ　レーンラーン
athlétisme / (ໜ່ວຍ) ແລ່ນ ແລະ ລານ

 ナタセイオン      ヌアーイ　ローイナ（ム）
natation / (ໜ່ວຍ) ລອຍນໍ�າ

 ジュド         ヌアーイ　ティームワーイユードー
judo / (ໜ່ວຍ) ຕີມວຍຢູໂດ
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