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ensoku

38 39

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。

ビビンノ　ドロネル　     ケラドラ　     アセ

wewfbœ ai‡bi †Ljvayjv Av‡Q|

バルシク　ソポス

evwl©K †¯úvU©m

バイレ　カラス　コラ

evB‡i K¬vm Kiv

ソンスキチク　コルモカンド / スクル　フェスチバル

mvs¯‹ …wZK Kg©KvÛ/ ¯‹ zj †dw÷f¨vj

シッカボモネ

wkÿvågY

キ　コロベ

wK Ki‡e|

ドウルザポ　オ　ニット　コラ　ホエ

‡`ŠoSvc I b„Z¨ Kiv nq|

ヅプレ　カバル　バ　チフィン　ニエ　ザイ

`ycy‡i Lvevi ev wUwdb wb‡q hvB|

スクレル　バイレ　ソモエ　コレ　ソモエ　カタノ

¯‹z‡ji evB‡i mgq K‡i mgq KvUv‡bv|

ナトク　バ　   コラス　   コラ　ホエ

bvUK ev †Kvivm Kiv nq|

ポロキリチル　マゼ　ジボンザポン　コラ

cÖK…wZi gv‡S Rxebhvcb Kiv|

¯‹ z‡ji GKeQi

スクレル　  エクボソル
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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

モザ　  コラル　   オネク　 キチウ　 アセ

gRv Kivi A‡bK wKQz Av‡Q|

スクレ　ボッチ　ボバル　ソモエ

¯‹z‡j fwZ© nevi mgq Abyôvb

ショリル　マパ

kixi gvcv

ポドルショニ

cÖ`k©bx

エッピル　マス

GwcÖj gvm

メ　マス

‡g gvm

ズン　マス

Ryb gvm

ズライ　マス

RyjvB gvm

アゴスト　マス

AvMó gvm

セペテッモボル　マス

‡m‡Þ¤^i gvm

オクトッボル　マス

A‡±vei gvm

ノベッモボル　マス
b‡f¤^i gvm

ザヌアリ　マス
Rvbyqvwi gvm

フェッブアリ　マス

‡deªæqvix gvm

マルチヨ　マス

gvP© gvm

エタ　   コン　  マス

GUv †Kvb gvm?

デセッモボル　マス

wW‡m¤^i gvm

ソビ　アカ

Qwe AuvKv

スクル　テケ　     パス　コラル　オヌスタン

¯‹zj †_‡K cvm Kivi Abyôvb

シャムタル

mvZvi
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