
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

छत
チャタ

मूल द्वार 
ムル   ドゥワル

हात धुन� ठाँउ
   ハタ ドゥルネ タウ

बलुवाको बाकस 
バルワコ      バカス

संगीत कोठा कता छ?
サンギット   コタ     カタ ッチャ

दोस्रो तल्लामा छ। 
ドソロ   タッラマー ッチャ ब्यायामशाला हो।

ビャアマサラ　    ホ

त्य� के हो?
   チョン  ケ    ホ

पौडी खेल्ने पोखर�
パウディ ケルネ      ポカリ

ब्यायामशाला
ビャアマサラ

�बद्याल भवvन
ビディアラ     バワンमेरो �बद्यालय 

メロ         ビディアラ

�बद्यालको चौर
ビディアラ コ チャウル
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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

कालो पाट� मेटाउने
カロ     パティー メタウネ

कालो पाट�
カロ     パーティ

चक
チャク

झोला 
ゾラ

यो के हो? 
ヨ    ケ    ホ

टेबुल हो।
  テブ     ホ

त्य� के हो?
チョン ケ     ホ

झोला हो।
ゾラ      ホ

कुस�
クルシ

प्रधानाध्यापकको कोठा
パラダナディヤパカ コ     コットァ

कमर्चार�को कोठा
カルマチャリコ　コットァ

स्वास्थ्य कोठा
スワスチャ   コットァ

रेख्देख गन�को कोठा
レカ デカ   ガルネコ　コットァ

कायार्लय कोठा
カリャラヤ   コットァ

भन्सा कोठा
ボァンサ コットァ



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

कालो पाट� मेटाउने
カロ     パティー メタウネ

कालो पाट�
カロ     パーティ

चक
チャク

झोला 
ゾラ

यो के हो? 
ヨ    ケ    ホ

टेबुल हो।
  テブ     ホ

त्य� के हो?
チョン ケ     ホ

झोला हो।
ゾラ      ホ

कुस�
クルシ

प्रधानाध्यापकको कोठा
パラダナディヤパカ コ     コットァ

कमर्चार�को कोठा
カルマチャリコ　コットァ

स्वास्थ्य कोठा
スワスチャ   コットァ

रेख्देख गन�को कोठा
レカ デカ   ガルネコ　コットァ

कायार्लय कोठा
カリャラヤ   コットァ

भन्सा कोठा
ボァンサ コットァ




