
26 27

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

acoperișul
アコペリシュ

intrarea
イントラレア

chiuvetele
キュベテレ

groapa cu nisip
グロアパ　  ク　   ニシプ

Unde este sala de muzică?
ウンデ　 エステ　  サラ　   デ　     ムシカ

La etajul 2.
ラ　    エタジュ　ドイ

Este sala de sport.
エステ　サラ　   デ　スポルト

Ce este acolo?
チェ　エステ   　アコロ

piscina
ピスチナ

sala de sport
サラ　   デ　 スポルト

clădirea școlii
クラディレア　シュコリイȘcoala mea

シュコアラ     　メア

curtea școlii
クルテア　  シュコリイ
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28 29

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

buretele
ブレテレ

tabla
タブラ

creta
クレタ

vază
ヴァザー Ce este aceasta?

チェ　エステ　   アチェアスタ

Este un pupitru.
エステ 　ウン　    プピトル

cabinetul directorului
カビネトゥ　 ディレクトルルイ cancelaria

カンチェラリア

cabinetul medical
カビネトゥ　     メディカル

atelierul
アテリエル

secretariatul
セクレタリアトゥ

sala de mese
サラ　 デ　   メセ

Ce este aceea?
チェ 　エステ　 アチェア

Este o vază.
エステ   オ  ヴァザー

scaun
スカウン
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