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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。

Ne yapacaksın?
ネ　 パヤジャクスン

Beslenme çantası ve
ベシレンメ　     チャンタス　ヴェ

şekerleme getireceğim.
シェケリレメ　ゲティレジェイム

Okul dışında eğlenerek
オクル　ドゥシュンダ　  エーレネレク

vakit geçireceğim.
ヴァキト　ゲチレジェイム

Okulun 1 yılı
オクルン  　ビリ  ユル

Pek çok aktivite var.
ペク　チョック　アクティヴィテ　ヴァル

sınıf gezisi
スヌフ  　ゲジシ

Yarış, dans gibi faaliyetler yapılır.
ヤリシ、        ダンス      ギビ　ファアリイェティレル　 ヤプルル

Doğada yaşamayı
ドアダ　      ヤシャマイ

öğreneceğiz.
オーレネジェイズ

Gösteri, koro gibi
ギョシテリ、   コロ　  ギビ

faaliyetler yapılır.
ファアリイェチレル　ヤプルル

spor festivali
スポル　フェシティヴァリ

sınıf dışında yapılan ders
スヌフ　ドゥシュンダ　   ヤプラン　    デリシ

okul festivali/ kültür festivali
オクル　       フェシティヴァリ・キュリュチュル　     フェシティヴァリ
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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

Okula giriş (açılış) töreni
オクラ　  ギリシ（アチュルシュ）   チョレニ

Sağlık muayenesi
サールク　    ムアイエネシ

Yüzme
ユズメ

Kaligrafi (shodo)
カリグラフィ（ショドウ）

Mezuniyet töreni
メズニイェト　チョレニ

Sergi

Bir sürü eğlenceli faaliyetler var.
ビル　  シュリュ　     エーレンジェリ　    ファアリイェチレル     ヴァル

セリギ

Nisan
ニサン

Mayıs
マユス

Haziran
ハジラン

Temmuz
テッムズ

Ağustos
アーウストス

Eylül
エユリュル

Ekim
エキム

Kasım
カスム Aralık

アラルク

Ocak
オジャク

Şubat
シュバト

Mart
マルト

Hangi aydayız?
ハンギ　アイダイズ
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