
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

atap
アタップ

gerbang depan
グルバン　     ドゥパン

tempat cuci tangan
トゥンパッ  チュチ タンガン

bak pasir
バック パシル

Di manakah ruang musik?
ディ　マナカー         ルアン　  ムシック

Di lantai 2.
ディ　ランタイ　ドゥア

lapangan
ラパンガン

Itu gedung olahraga.
イトゥ      グドゥン　       オララガ

Apakah itu?
アパカー　  イトゥ

kolam renang
コラム        　ルナン

gedung olahraga
グドゥン      　オララガ

gedung sekolah
グドゥン　      スコラーSekolahku

スコラーク
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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

penghapus papan tulis
プンハプス　  パパン　トゥリス

papan tulis
パパン　トゥリス

kapur tulis
カプル　トゥリス

vas bunga
ヴァス  　ブンガ Apakah ini?

   アパカー　   イニ

Itu meja.
イトゥ　メジャ

Itu apa?
イトゥ　アパ

Itu vas bunga.
イトゥ　ヴァス　   ブンガ

kursi
クルシ

ruang kepala sekolah
ルアン          クパラ　       スコラー ruang guru

ルアン　      グル

ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah)
ルアン　ウカエス（ウニット　クセハタン　       スコラー）

ruang penjaga sekolah
ルアン　      プンジャガ　      スコラー

ruang TU (Tata Usaha)
ルアン　    テウ           （タタ　ウサハ）

dapur sekolah
ダブル      　スコラー
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