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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。

Apakah kamu punya pensil?
アパカー　 カム　  プニャ　ペンシル

Saya tidak punya.
サヤ　 ティダッ　プニャ

Saya punya.
サヤ　      プニャ

penghapus
プンハプス

lem
レム

penggaris
プンガリス

pensil warna
ペンシル       ワルナ

Barang bawaan
バラン　                バワアン Apakah kamu membawa buku pelajaran?

アパカー　      カム　           ムンバワ　         ブク　        プラジャラン

Tidak, saya lupa.
ティダッ　      サヤ　     ルパ

Ya, saya bawa.
ヤ　       サヤ　      バワ

Bawalah pakaian renang.
バワラー　     パカイアン　   ルナン

payung
パユン

sapu tangan
サプ　      タンガン

kertas tisu
クルタス　ティス
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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。

seragam sekolah
スラガム　         スコラー

sepatu
スパトゥ

kaos kaki
カオス　  カキ

mengenakan topi       melepas
ムングナカン　      トピ                   ムルパス

mengenakan baju      membuka
ムングナカン　       バジュ                  ムンブカ

memakai celana       membuka
ムマカイ　     チェラナ                   ムンブカ

Sekolah dasar
スコラー　ダサル

Kelas
クラス

Grup
グルップ

Nomor siswa
ノモル　シスワ

Nama
ナマ

Kelas
クラス

Grup
グルップ

Nomor siswa
ノモル　シスワ 

Nama
ナマ

Sekolah menengah pertama
スコラー     　ムヌンガ       プルタマ

トゥリス　     ナマム　          パダ　       バラン       　パワアン

Tulis namamu pada barang bawaan.
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