
18 19

なかよく  あそぼう
Nakayoku asobou

5

いれて。
Irete.

 Isshoni asobitaina.

いっしょに あそびたいな。

いっしょに やろう。
Isshoni yarou.なわとび

nawatobi

サッカー
sakkaa

いいよ。
Iiyo.

バスケットボール
Basukettobooru

ドッジボール
dojjibooru

Bokunimo yarasete.

ぼくにも  やらせて。

1

2

3

4

サッカー を しよう。
Sakkaa o shiyou.

どうぞ。
Douzo.

ごめんなさい。
Gomennasai.

あし　が　いたいから　できません。
Ashi ga itaikara dekimasen.

डोर� उ�फ़्रने
ドリ   ウフリネ

�मल�जुल� खेलौ
ミリ ジュリ        ケラウ

मलाई प�न संगै खेल्न मन छ। 
マライ       パニ サンゲイ ケラナ     マヌ  ディ

हुन्छ।
フンチャ

म प�न खेल्छु।
マ     パニ ケラディユ

फूटबल खेलौ।
フタバール ケラウ

खुट्टा दखुीरहेकोले सिक्दन।
クッタ      ドゥキラヘコレ サクディーナ

फूटबल
フタバール

संग खेलौ। 
サンガイ ケラウ

मलाई प�न खेलाउन।
マライ      パニ      ケラウヌ

ल, आऊ। 
ラ         アウ

माफ़ गर�देऊ।
マフ    ガリデーウ

डोज़ी बल
ドジ     バル

बास्केट बल 
バスケタ バール
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20 21

なかなおり
Nakanaori

じゃんけん
Janken

1

2

3

4

ぐう
guu

ぱあ
paa

ちょき
choki

いし
Ishi

かみ
Kamiはさみ

Hasami

かち
kachi

まけ
make

あいこ
aiko

Nakayoku shiyou.

なかよく  しよう。

※भनाभन ग�ररहेका छन।

※दबुलेै एकअकार् गलत छ भनी।

※सो�चरहेका छन। 

※तर, दबु ैजना, साथी बन्न चाहन्छन। 

�मल�जलु� साथी बनौ।
ミリジュリ サティー バナウ

झगड़ा ख�म गर� �मलौ
ザガダ    カタム    ガリ    ミラウ

ジ バイレ エクアルカ   ガラタ チャ  バネィ

    ソティラヘコ  チャン

タラ ジバイジャナ サーティ バンナ チャハンチャナ

バナバヌ    ガリ ラヘカ チャン

च्य�क� (V आकार)
チョウキ      ビ アカル

गू (मटु्ठ�)
グ　（ムッティー）

पाँ (खुल्ला हात)
パ（コゥーラ ハタ）

खामी (कागज)
カーミ（カガズ）

इशी (दूँगा)
イシ　（ジュンガ）

हासामी (क� ची)
ハサミ （カインチ）

आइको (बराबर)
アイコ （バラバル）

ख़ाची (िजतनु)
カチ （ジタヌ）

माके (हानुर्)
マケ （ハラヌ）

ज्यान्केन (कागज, क� ची दूँगाको खेल)
ジャンケン　     カガズ    カインチドンガッコ   ケル
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