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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。

तुम क्या करोगे?
トム   キャー   カロゲ

हमलोग �वद्यालय के बाहर 
ハムログ   ヴィッデヤレ   ケ   バハル   

 मौज मस्ती कर�गे।
マウジュ   マシュティ   ケレンゲ

खाना या �मठाई लेकर जाय�गे।
カナ    ヤ      ミタイ    レカル  ジャエンゲ

�वद्यालय का एक साल
ヴィッデヤレ      カ      エク     サール

तरह तरह क� ग�त�व�धयाँ।
タラ      タラ       キ     ガティヴィディヤ

सरै सपाटा
セル   サパタ

हमलोग प्रकृ�त के संग 
ハムログ   パラキリティ   ケ   サング   

जीवन का अनुभव कर�।
ジーバン   カ   アナブハブ   ケーレンジ

म� नाटक और गायक
メ   ナタク   ヤ   ガヤク   

दल म� भाग लूँगा। 
ダル   メ   バーグ   ルンガ

खेल/त्यौहार
ケル / トヨハール

बाहर� क�ा
バハリ   カクシャ

सांस्कृ�तक कायर्क्रम
サンスクルティク   カリヤカラム

हमलोग खेल प्र�तयो�गता 
ハムログ   クヘル   パリョギタ   

और नतृ्य म� �हस्सा ल�गे।
アウル   ニリテャ   メ   ヒッシャ   レンゲ
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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

उद्घाटन समारोह
ウドガタン   サマロー

शार��रक माप
シャリリク   マープ

प्रदशर्नी
パラダシニ

तरैाक�
タエラキ

नए साल क� �लखावट सम्मलेन
ナエ   サル   キ   リカウト   サッメラヌ

 स्नातक समारोह
スナタク   サマーロ

बहुत सार� मजेदार चीज़े है।
バホト   サーリ   マジェダル   チジェ   ヘェ

अप्रलै
アップレル

मई
メイ

जून 

जुलाई
ジュライ

अगस्त
アガスト

�सतम्बर
シタンバル

अक्टूबर
アクトバル

नवंबर
ナヴァンバル

�दसंबर
ディサンバル

जनवर�
ジャンワリ

फरवर�
ファルワリ

माचर्
マルチュ

अभी कौनसा म�हना है?
アビー   カウン   サー   マヒナ   ヘェ

ジュン
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