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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。

के गछ�?
ケ ガラティ

�बद्यालय बा�हर रमाइलो
ビディアラ      バヒラ     ラマイロ 

 ग�र �बताउने। 
ガリ     ビタウネ

खाजा र चकलेट बोकेर जाने।
   カザーラ     チャカレタ   ボケラ ザネ

�बद्यालयको एक बषर्
ビディアラコ           エカ ワルサー

�बद्यालयमा �ब�भन्न �क्रयाकलापपहरू हुन्छन।
ビディアラマ     ビビンア     キリヤカラプバル フンチャンア

श�ै�क भ्रमण 
サイチク   バラマン

प्रकृ�तसंग �भजेर रमाइलो गरौ। 
パラキリティサナガ ビジェラ ラマイロ ガラウ

नाटक र समूह गानगरौ।
ナタク     ラ    サムハ ガーンガラウ

खेलकूद �दवस
ケラクダ    ディワス

बा�हर� क�ा 
バヒリ  カクシャ

�बद्यालय/सांस्कृ�तक पवर् 
ビディアラ サンスキリティク パルワ

दौड़ र नतृ्य गरौ।
ダウダ   ラ  ニリティアガラウ
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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

आरम्भ समारोह
アランバ  サマロハ

शार�रक जाच
サリリク　ジャチャ

प्रदशर्नी
パラダラサニ

पौडी
パウディー

प�हलो लेखन मनाउने चलन
パヒロ  レカン マナウネ チャラン

�द�ान्त समारोह 
ディクサンタ  サマロハ

रमाइलो कुराहरु धेरै छन।्
ラマイロ     クラ ハル デライ チャン

अ�प्रल
アプリル

मै
メィ

जून 

जुलाई 
ズライ

अगस्त
アガスタ

सेप्टेम्बर
セペテンバル

अक्टूबर
アクツバル

नोवेम्बर
ノベンバル

�डसेम्बर
ディセンバル

जनुवर�
ザヌワリ

फेबु्रवर� 
フェブルアリ

माचर्
マラチャ

अ�हले कुन म�हना हो?
アヒレ     クン      マヒナ     ホウ

ズナ
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