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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。

ෙමොකද කරන්ෙන්?
モカダ　カランネー

පාසෙලන් පිටතදී
パーサレン　ピタタディー

විෙනෝදෙයන් ගතකරනවා.
ウィソーダイェン ガタカラナワ

ආහාර, රසකැවිලි ආදිය
アーハーラ　ハー　ラサケウィリ

රැෙගන යනවා.
アーディヤ　レゲナヤナワ

පාසෙල් එක වසරක්
パーサレー　エク　ワサラク

විවිධ වැඩසටහන් �යාත්මක ෙව්.
ウィウィダ　ウェダサタハン キリヤーッマカウィー

විෙනෝද චාරිකාව
ウィノーダ　チャーリカーワ

තරඟ නැටුම් ආදිය පවත්වනවා.
タラガ　ネトゥン　アーディヤ　パワッワナワー

ස්වභාවික පරිසරය තුල
スバーウィカ　パリサラヤ　トゥラ

කාලය ගත කරනවා.
カーラヤ　ガタカラナワ

නාට්ය, ගායනා ආදිය සිදුකරනවා.
ナーッティ、ガーヤナー　アーディヤ　シドゥカラナワー

�ඩා උත්සවය
キリーダー　ウッサワヤ

පංති කාමරෙයන් පිටතදී සිදුකරන �යාකාරකම්
パンティ　カマラデイ　ピタタディ　シドゥカラナ　キヤーカーラカム

කලා, සංස්කෘතික උත්සවය
カラー　サンスクティカ　ウッサワヤ
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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

පාසලට ඇතුල්වීෙම් උත්සවය
パーサラタ　アトゥラッウィーメー　ウッサワヤ

ශාරීරික ෙයෝග්යතා
シャーリーリカ　ヨーッガダー

පරීක්ෂණය
パリークシャナヤ

පිහිනීම
ピヒニーマ

කකිෙසොමිකයි උත්සවය
”カキソメカイ”　ウッソワヤ

පාසල හැරයෑෙම් උත්සවය
パーサラ　ヘラヤーメー　ウッサワヤ

ප්රදර්ශණය

විෙනෝදජනක කටයුතු බහුලය.
ウィノダジャナカー　カタユテュ　バフラヤー

パダルシャナヤ

අ�ෙයල්
アッピリエル

මැයි
メイ

ජුනි
ジューニ

ජූලි
ジューリ

අෙගෝස්තු
アゴーストゥ

සැප්තැම්බර්
セプテンバル 

ඔක්ෙතෝබර්
オクトーバル

ෙනොවැම්බර්
ノウェンベル

ෙදසැම්බර්
デサンバル

ජනවාරි
ジャナワーリ

ෙපබරවාරි
ペバラワーリ

මාර්තු
マールトゥ

ෙම් ෙමොන මාසයද?
メーモナ　マーサヤダ
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