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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
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.

Ми весело проводитимемо 

час на свіжому повітрі.

もって いきます。

солодощі.

Один рік у школі

похід

We will have races 
and dancing.

We'll experience 
nature.

I'll act in a play or 
sing in chorus.　　　　　　　　

sports festival

outdoor class

school festival/cultural festival

オディン リク ウ シュコーリ

ウ シュコーリ プロボーディチャ バハート リーズヌィフ ザーホヂウ
У школі проводиться багато різних заходів.

ポヒード

なに を するの ですか。
シチョ ムィ ブーデモ ロブィーティ

Що ми будемо робити?

ムィ ヴェーセロ プロヴォーディティメモ

チャス ナ スヴィージョム ポヴィートリ

ヤ プリネス オビド イ
Я принесу обід і 

ソーロドシチ
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shimasu.
きょうそう  や  ダンス  を

いどうきょうしつ
idoukyoushitsu

がくげいかい・ぶんかさい
gakugeikai       ・ bunkasai
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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。

What will we do?

We'll have fun 
outside the school.

We'll bring lunch 
boxes and snacks.

A school year

There are many school events.

field trip

します。

します。 
Ми будемо ставити вистави і

Мандрівний табір

スポルティーヴヌィー ザヒド
спортивний захід

プロヴェデーモ スポルティーヴニ
Проведемо спортивні 
ズマハーンニャ イ ターンツィ
змагання і танці.

マンドリヴヌィー タービル

ムィ プロヴェデーモ
Ми проведемо 

チャス ナ プリローディ
час на природі.

フェスティヴァーリ ムィステーツトヴァ イ クリトゥーリ
фестиваль мистецтва і культури

ムィ ブーデモ スターヴィティ ヴィスターヴィ イ

スピヴァーティ ホーロム
співати хором.
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すいえい
suiei kakizomekai

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

shintaisokutei
しんたいそくてい

медогляд

かきぞめかい

новорічна каліграфія

“Какідзоме”

sotsugyoushiki
そつぎょうしき

tenrankai
てんらんかい

виставка

Нас чекає багато цікавого.
April May June

July August September

October November December

January February

March

What month is it now?

плавання випускний

ナス チェカーイェ バハート ツィカーヴォホ

nyuugakushiki
にゅうがくしき

ツェレモーニヤ ヴストゥープ ド シュコーリ
церемонія вступу до школи

（ペールシ― ズヴォ―ヌィク）
(перший дзвоник)

メドーフリャド

プラーヴァンニャ ノヴォリーチュナ カリグラーフィヤ

カキゾメ

ヴィースタヴカ

ヴィプスクヌィ―
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nigatsu
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ichigatsu
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3月

school entrance 
ceremony

physical
examination

swimming calligraphy writing
in the New Year
season

graduation
ceremony

exhibition

There are a lot of fun school events.
квітень травень червень

липень серпень вересень

жовтень листопад грудень

січень лютий

березень

クヴィーテニ トラーヴェニ

リーペニ

チェールヴェニ

セールペニ ヴェーレセニ

ジョーヴテニ リストパード フルーデニ

シーチェニ リューティー

ベーレゼニ

ヤキー ザーラズ ミーシャツィ
Який зараз місяць?




