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もちもの
Mochimono

6

Enpitsu o motte imasuka.

えんぴつ　

Motte imasu.

nori

のり kasa

かさ
hankachi

ハンカチ
chirigami

ちりがみ

Kyoukasho o mottekimashitaka.

きょうかしょ　を  もってきましたか。

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。

を  もっていますか。

Motte imasen.

もっていません。

Ні, немає

もっています。 

Так, є

monosashi

ものさし

Did you bring your textbook?

No, I forgot it.

Yes, I brought it.

Please bring a swimsuit. 

umbrella handkerchief tissue paper

シチョ ウ メーネ イェ

Що у мене є

ウ テーベ イェ オリヴェーツ
У тебе є олівець?

ニ、ネマーイェ

タク、イェ

keshigomu

けしゴム
スティラーチカ
стирачка клей

クレイ
лінійка

リニーカ
кольорові олівці

iroenpitsu

いろえんぴつ
コリョローヴィ オリヴツィー
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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
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.

Hai, mottekimashita.

Mizugi o mottekite kudasai

みずぎ　

Do you have a pencil?

I don't have one.          

I have one.  

eraser glue ruler colored pencils

Things you have
いいえ、わすれました。

Ні, забув / забула.

Так, приніс / принесла.

を　もってきて　ください。 

kasa

ティ プリニース／ピリネスラー ピドルーチヌィク
Ти приніс / принесла підручник?

ニ、ザブ―ウ／ザブーラ

はい、もってきました。
タク、プリニース／プリネスラー

ブディ ラースカ プリネシーティ クパーリニ コスチューム
Будь ласка, принесіть купальні костюми.

かさ
パラソーリャ
парасоля носовичок

hankachi

ハンカチ
ノソヴィチョーク

серветки

chirigami

ちりがみ
セルヴェートキ
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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。

взуття

Elementary school

Grade Class Number

Name

Grade Class Number

Name 

Junior high school

Write your name on the things you have.
オデャハーティ シャプク
одягати шапку

ズニマーティ シャープク
знімати шапку

シュキリナー フォールマ
шкільна форма

ヴズッチャー

シュカルペートキ
шкарпетки

オデャハーティシ
одягатись

ローズデャハーティシ
роздягатись

オデャハーティ シュタヌィー
Одягати штани

ズニマーティ シュタヌィー
знімати штани
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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.

to put on a cap     to take off

to put on clothes     to take off 

to put on trousers     to take off

school uniform
shoes

socks  

Початкова школа

клас група номер

もちものに　なまえを　かきましょう。 
ダヴァーイ ピドプィーシェモ スヴォイー レチ

Давай підпишемо свої речі.

ポチャトコーヴァ シュコーラ

クラス フル―パ ノーメル

プリーズヴィシチェ タ イムヤー
прізвище та ім’я

セレードニャ シュコーラ
середня школа

клас група номер
クラス フル―パ ノーメル

プリーズヴィシチェ タ イムヤー
прізвище та ім’я




