
22 23

もちもの
Mochimono

6

Enpitsu o motte imasuka.

えんぴつ　を  もっていますか。

Motte imasu.

もっています。

keshigomu

けしゴム
nori

のり
monosashi

ものさし kasa

かさ
hankachi

ハンカチ
chirigami

ちりがみ

iroenpitsu

いろえんぴつ

Kyoukasho o mottekimashitaka.

きょうかしょ　を  もってきましたか。

Motte imasen.

もっていません。

Iie, wasuremashita.

いいえ、わすれました。

Hai, mottekimashita.

はい、もってきました。

Mizugi o mottekite kudasai

みずぎ　を　もってきて　ください。

क्या तुम्हारे पास प��सल है?
キャートマハレ   パス   ペンシル   へェ

मेरे पास नह�ं है।
メレ   パス   ナヒ   へェ

हाँ मेरे पास है।
ハン   メレ   パス   へェ

इरेजर
イレジャル　

ग�ड
ゴンド

स्केल
スケル

रंग भरनी 
ラング   バルニ

क्या तुम �कताब लाए हो?
キャー   トム   キタボ   ラエ   ホー

नह�ं म� भूल गया।
ナヒン   メ   ブハル   ガーヤ

हाँ लाया हँू।
ナヒ   メ   ブル   ガヤ

तरैाक� का कपड़ा।
タエラキ   カ   カプラ

छाता
チャータ

रुमाल
ルマル

�टश्यू कागज 
ティッシュー   カガジュ

आपका सामान
アプカ          サマン
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24 25

Boushi o kaburu nugu

ぼうし を  かぶる　 ぬぐ

Fuku o kiru nugu

ふく を  きる　 ぬぐ

Zubon o haku nugu

ずぼん を  はく　 ぬぐ

hyoujun fuku

ひょうじゅんふく
kutsu

くつ

kutsushita

くつした

しょうがっこう
shougakkou

　ねん　　　　　くみ　　　　　ばん
nen kumi ban

なまえ
namae

中学校
chuugakkou

　　年　　　　　　組　　　　　　番
nen kumi ban

名前
namae

Mochimononi namae o kakimashou.

もちものに　なまえを　かきましょう。

टोपी पहनना     उतारना
トピ   ペハナナー     ウタルナ

कपड़ा पहनना     उतारना
カプラ   ペハナナー ウタルナ

पतलून पहनना     उतारना
    パトルン   ペハナナー                ウタルナ

�वद्यालय क� पोशाक 
ヴィッデヤレ   キー   ポシャーック

जूता 
ジュタ

जुराब
ジュラブ

प्राथ�मक �वद्यालय
ポーラスミックー   ヴィッデヤレ

साल
サール

क�ा 
カクシャ

संख्या
サンキャ

नाम
ナム

साल
サール

क�ा 
カクシャ

संख्या
サンキャ

नाम 
ナム

माध्य�मक �वद्यालय
マデヤミック   ヴィッデヤレ

アプネ   サマーン   パル   アプナ   ナム   リケ

अपने सामान पर अपना नाम �लख�।
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