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がっこう  の  いちねん
Gakkou               no               ichinen

10

いろいろな  ぎょうじ  が  あります。
Iroirona gyouji ga arimasu.

Gakkou         no        soto        de

がっこう  の  そと  で
　たのしく  すごします。

tanoshiku sugoshimasu.

Obentou       ya okashi       o

おべんとう  や  おかし  を
　　　もって いきます。

motte   ikimasu.

うんどうかい・たいいくさい
undoukai　　 ・ taiikusai

Kyousou           ya dansu        o

shimasu.
きょうそう  や  ダンス  を
　　　　　　　　します。

いどうきょうしつ
idoukyoushitsu

がくげいかい・ぶんかさい
gakugeikai       ・ bunkasai

Geki      ya        gasshou            o

げき  や  がっしょう を
　　　　　　　　します。

Shizen no naka de

seikatsushimasu.
しぜん  の  なか  で
　　　せいかつします。

shimasu.

Nani o suruno desuka.

なに を するの ですか。

Ce vei face?
チェ　ベイ　ファチェ

Ne vom amuza
ネ　 ボム　    アムザ

în afara școlii.
ウン　アファラ　シュコリイ

Voi aduce mâncare
ボイ  アドゥチェ　    マンカレ

și prăjituri.
シ 　プラジトゥリ

Anul școlar
アヌル　   シュコラル

Sunt multe activități.
スント　   ムルテ　  アクティビタチ

excursie
エクスクルスィエ

Vor fi întreceri și dans.
ボル    フィ  ウントレチェリ　  シ　   ダンス

Vom sta în
ボム　    スタ   ウン

mijlocul naturii.
ミジュロク　ナトゥリイ

Voi juca în piesă și
ボイ　 ジュカ　ウン　ピエサ　   シ

voi cânta în cor.
ボイ　 クンタ　  ウン   コル

serbare/ sportivă
セルバレ　  /  スポルティバ

lecție în aer liber
レクツィエ   ウン   アエル　  リベル

serbare/ manifestări culturale
セルバレ　  /     マニフェスタリ    　クルトゥラレ
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40 41

にゅうがくしき
nyuugakushiki

すいえい
suiei

しんたいそくてい
shintaisokutei

かきぞめかい
kakizomekai

てんらんかい
tenrankai

そつぎょうしき
sotsugyoushiki

たのしいこと  が  たくさん  あります。
Tanoshiikoto         ga        takusan         arimasu.

Ima   wa nangatsu desuka.

いまは  なんがつ  ですか。

じゅういちがつ
juuichigatsu

11月じゅうがつ
juugatsu

10月 じゅうにがつ
juunigatsu

12月

ごがつ
gogatsu

5月しがつ
shigatsu

4月 ろくがつ
rokugatsu

6月

しちがつ
shichigatsu

7月 はちがつ
hachigatsu

8月 くがつ
kugatsu

9月

にがつ
nigatsu

2月いちがつ
ichigatsu

1月

さんがつ
sangatsu

3月

serbarea de început de an
セルバレア　     デ　ウンチェプット　デ　アン

vizita medicală
ビジタ　   メディカラ

înot
ウノト

prima lecție de
プリマ　  レクツィエ　デ

caligrafie în noul an
カリグラフィエ 　ウン　ノウル 　アン

ceremonia de absolvire
チェレモニア　    デ　 アブソルビーレ

expoziție

Sunt multe lucruri plăcute.
スント　  ムルテ　     ルクルリ　     プラクテ

エクスポジチエ

Aprilie
アプリリエ

Mai
マイ

Iunie
ユニエ

Iulie
ユリエ

August
アウグストゥ

Septembrie
セプテムブリエ

Octombrie
オクトムブリエ

Noiembrie
ノイエムブリエ Decembrie

デチェムブリエ

Ianuarie
ヤヌアリエ

Februarie
フェブルアリエ

Martie
マルティエ

Ce lună este acum?
チェ　ルナ　  エステ　 アクム
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