
14 15

がっこう の いきかえり
Gakkou     no ikikaeri

4

しんごう を  まもる
Shingou o mamoru

susumu

すすむ
tomaru

とまる

ao

あお
kiiro

きいろ
aka

あか

おうだんほどう を  わたる
Oudanhodou    o wataru

つうがくろ を  あるく
Tsuugakuro    o aruku

とびだす と  あぶない
Tobidasu   to abunai

通学路зелений жовтий

Йди.

Cross on the pedestrian crossing

Follow the marked path to school

It's dangerous to run out to the road

ドローハ ド シュコーリ イ ドドーム

Дорога до школи і додому

ドトリームイシャ シグナーリウ スヴィートロフォラ
Дотримуйся сигналів світлофора

ゼレーニー ジョーヴティー チェルヴォーニー
червоний

Стій.
イディー

chuui

ちゅうい
ウヴァーハ
Увага.

スティー
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通学路
green yellow red

walk caution stop

Obey traffic lights

Going to and from school

Йти до школи визначеною дорогою

ペレティナーティ ドローフ ポ ピショヒードノム ペレホードゥ
Перетинати дорогу по пішохідному переходу

イティー ド シュコーリ ヴィーズナチェノユ ドローホユ

ヴィビハーティ ナ ドローフ ネベズーペチノ
Вибігати на дорогу небезпечно



16 17

Eki wa doko       desuka.

えき  は  どこ ですか。

Shinjuku made

しんじゅく  まで
Ikura        desuka.

namae
なまえ

juusho
じゅうしょ

denwa
でんわ

renrakusaki
れんらくさき

hidari

ひだり

migi ni magaru

みぎに  まがる

massugu susumu

まっすぐ  すすむ

Де знаходиться станція?

　　　  いくら ですか。

left

to go straight 
ahead

to turn right   

name

address

phone number

contact information

※If you get  lost, show this page to someone so that you may be helped.

※Ask your teacher to fill in this page in Japanese.

デー ズナホーディチャ スターンチヤ

スーキリキ コーシュトゥイェ プロイーズド
Скільки коштує проїзд 

ド スターンチー シンジュク？
до станції Шінджюку?
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Where is the station?   

How much is it to 
Shinjuku?

Ліворуч

Йти прямо

みぎに  まがる

Повернути праворуч

ім’я та прізвище

адреса

телефон

до кого звертатися

※Якщо ти загубився на вулиці або щось сталося, покажи цю сторінку перехожим, і вони тобі допоможуть.

※Попроси вчителя заповнити японською.

イティー プリャーモ

ポヴェルヌーティ プラヴォールチ

リヴォールチ

ヤクシチョ ティ ザフブイーヴシャ ナ ヴーリチ、アボ シチョーシ スターロシャ、ポカジー ツュ ストリーンク ペレホージョム、イ ヴォニ トビ ドポモージュチ

ポプロスィー ウチーテリャ ザポーヴニティ ヤポーンシコユ

イムヤー タ プリーズヴィシチェ

アドレーサ

テレフォーン

ド コーホ ズヴェルターティシャ




