
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
チャット

दरवाजा
ダルヴァジャ

पानी का टैप
パニ   カ   テプ

बालु वाल� जगह
バル   ワリ   ジャガー

संगीत क� कहाँ है?
サンギト   カクシュ   カハーン   ヘェ

दसूर� मंिज़ल पर है। 
ドゥースリー   マンジルー   パル   へェ वह व्यायामशाला है।

ヴォー   ウェヤヤムシャラ   へェ

वह क्या है?
ヴォー   ケヤ   へェ

तरणताल
タラヌタル

व्यायामशाला 
ウェヤヤムシャラ

�वद्यालय भवन
ヴィッデヤレ   バワヌमेरा �वद्यालय

メラ       ヴィッデヤレ

�वद्यालय का खेल का मदैान 
ヴィッデヤレ   カ   ケル   カ   メーダン
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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

डस्टर
ダスタル

काला पट
カラ   パット

चॉक 
チャーック

गुलदान
グルダン

वह क्या है?
ウォー   キャ   へェ

वह मेज़ है।
ウォー   メジ   へェ

वह क्या है?
ウォー   キャ   へェ

वह गुलदान है।
ウォー   グルダン   へェ

कुस�
クッルシ

प्रधानाचायर् क�
パルダノチャラヤ   カクシャ

कमर्चार� क�
カルマチャリ   カクシャ

�च�कत्सक क�
チキッシャク   カクシャ

मरम्मत क�
マーラムマット   カクシャ

दफ्तर
ダフタル

�वद्यालय रसोईघर
ヴィッデヤレ   ラソイガル
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