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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。

Apa yang akan dilakukan?
アパ　 ヤン　  アカン  　ディラクカン

Kita akan bersenang-
キタ　   アカン　         ブルスナン

senang di luar sekolah.
スナン　    ディ　ルアル　    スコラー

Setahun di sekolah
スタフン　         ディ　      スコラー

Ada berbagai macam acara di sekolah.
アダ　ブルバガイ　マチャム　アチャラ　ディ　スコラー

tamasya
タマシャ

Kita akan membawa 
キタ　アカン　ムンバワ

bekal dan camilan.
ブカル　ダン　チャミラン

Kita akan berlomba
キタ　   アカン　       ブルロン

dan menari.
ダン　      ムナリ

Kita akan beraktivitas
キタ　アカン　ブルアクティヴィタス

di alam terbuka.
ディ　アラム　   トゥルブカ

perlombaan dan pertandingan olahraga
プルロンバアン　   ダン　プルタンディンガン　     オララガ

kelas alam terbuka
クラス　   アラム　   トゥルブカ

festival kesenian dan kebudayaan
フェスティバル　  クスニアン　     ダン　        クブダヤアン

Saya akan bermain sandiwara 
サヤ　アカン　ブルマイン　サンディワラ

dan bernyanyi dalam paduan suara.
ダン　ブルニャニ　  ダラム　パドゥアン　スアラ
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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

pemeriksaan kesehatan
プムリクサアン　 クセハタン 

pameran
パメラン

berenang
ブルナン

menulis di tahun baru
ムヌリス　ディ タフン　  バル ウパチャラ　 クルルサン

Ada banyak kegiatan yang menyenangkan.
アダ　バニャック　クギアタン　 ヤン　      ムンニュナンカン

upacara penerimaan
ウパチャラ　    プヌリマアン

siswa baru
シスワ　パル

upacara kelulusan

April
アプリル

Mei
メイ

Juni
ジュニ

Juli
ジュリ

Agustus
アグストゥス

September
セップテムブル

Oktober
オックトブル

November
ノヴェムブル Desember

デセムブル

Januari
ジャヌアリ

Februari
フェブルアリ

Maret
マルッ

Bulan apakah sekarang?
ブラン　       アパカー　        スカラン
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