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１３．わかちがき
【１】(1) アオイ ソラ

(2) タノシイ エンソク (3) キレイ ナ ハナ
(4) シズカ ナ トコロ (5) チーサナ ムシ (6) オカシナ ハナシ
(7) ソノ マンガ (8) アノ ガッコー (9) オバケ ガ デタ (10) ボク ワ ニゲタ
(11) ホン オ ヨモー (12) トショカン エ イコー (13) イキル カ シヌ カ
(14) アレ モ コレ モ (15) アナタ ニ アゲル (16) モモ カラ ウマレタ
(17) ムカシ ノ シャシン (18) トテモ タノシカッタ (19) ホントー デス ネ
(20) ウソ ダ ヨ (21) キット ハレル デショー (22) ソー ダロー カ
(23) ゴチソーサマ デシタ (24) ハナシチュー ダッタ (25) コレ デ オシマイ
【２】(1) siroi kumo
(2) utukusii kesiki (3) sinken na kao
(4) sawayaka na asa (5) taisita zinbutu (6) arayuru syudan
(7) kono kuruma (8) dono têburu (9) bara ga saita
(10) watasi wa yorokonda (11) sakkâ o siyô (12) uti e kaerô
(13) katu ka makeru ka (14) hiru mo yoru mo
(15) hako ni ireru (16) tomodati kara kiita
(17) mangetu no yoru (18) tyotto kanasikatta
(19) yakusoku desu yo (20) iya da ne (21) mô sugu desyô
(22) dô naru darô (23) zyanken de kimeru (24) daiseikô datta
(25) otukaresama desita
【３】(1) スグ ニ ヤリマス (2) イタダキマス (3) マダ オワリマセン
(4) モー イリマセン (5) イッショ ニ イキマショー (6) ソー シマショー ヨ
(7) ボク ワ イカナイ (8) モー シラナイ ワ (9) オフロ ニ ハイロー
(10) ドー シヨー カ ナ (11) シンダ フリ オ スル (12) スゴク コワカッタ
(13) オイコサレル ゾ (14) ワラワセル ナ (15) オイシソー ナ ケーキ
(16) モット アソビタイ (17) ヤレバ デキル (18) ハナセバ ワカル
(19) イッタリ キタリ (20) ミタリ キイタリ (21) ウタッテ オドッテ
(22) アー シテ コー シテ (23) ハイ、ソー デス (24) イーエ、チガイマス
(25) ココ ホレ、ワンワン
【４】(1) watasi ni mo dekimasu
(2) yoku wakarimasu
(3) koko kara miemasen (4) uso wa tukimasen
(5) te o tunagimasyô (6) minna de utaimasyô (7) siranai uta da
(8) rôka o hasiranai (9) yakusoku o mamorô
(10) tomodati ni narô (11) sinbun o yonda
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(12) sukosi hazukasikatta (13) itumo iwareru
(14) nakaseru hanasi da (15) omosirosô da ne (16) ikitai tokoro
(17) ame ga hureba (18) gussuri nemureba
(19) tondari hanetari (20) naitari warattari (21) yukkuri aruite
(22) densya ni notte (23) a', abunai (24) hora, ato sukosi
(25) yosi, owatta
【５】(1) ザリガニ ガ ダッピ スル (2) ナカナオリ シヨー ゼ
(3) ビックリ シタ ナー (4) ウチュージン ニ コーゲキ サレタ
(5) カンシャ シロ ヨ (6) ヘイワ オ アイスル ヒト (7) ソレ ワ シッテ イル
(8) ソコ ニ カケテ アル (9) ダンダン キエテ イク
(10) イロ ガ カワッテ キタ (11) チョット タメシテ ミタ
(12) ダイジ ニ トッテ オク (13) タスケテ アゲテ
(14) ウッカリ ステテ シマッタ (15) ニガオエ オ カイテ モラウ
(16) オシエテ ヤロー カ (17) ハナシ オ キイテ クレ (18) マッテ クダサイ
(19) マダ ヤッテ ナイ (20) コレ オ カッテ ホシイ (21) コレ ワ ステテ ヨイ
(22) ソレ モ ツカッテ イイ (23) コンニチワ (24) サヨーナラ (25) アバヨ
【６】(1) roketto o hassya suru
(2) kore o kopî site
(3) guzuguzu suru na (4) sonkei sareru hito (5) tyûi siro
(6) sore ni kansuru koto (7) terebi o mite iru
(8) doko ni kakusite aru ka (9) hasi kara kazoete iku
(10) kôri ga tokete kita (11) bô de tuite miru (12) sotto site oku
(13) kasa o kasite ageru (14) wasurete simatta
(15) syasin o totte morau (16) mizu o nomasete yaru
(17) kotae o osiete kure (18) yurusite kudasai (19) kiite nai yo
(20) sinzite hosii (21) yasunde yorosii (22) tabete ii yo
(23) konbanwa (24) yôkoso (25) sayonara
１４．ながい ことば
【１】(1)

2 (2) 2 (3) 4 (4) 5 (5) 2 (6) 3 (7) 5 (8) 4 (9) 3
(10) 3 (11) 4 (12) 4 (13) 2 (14) 3 (15) 2 (16) 3 (17) 4
(18) 5 (19) 4 (20) 6
【２】(1) ソーリ ダイジン (2) ホーコー オンチ
(3) コーチョー センセイ
(4) コーツー アンゼン (5) ガッキュー シンブン (6) ショーボー クンレン
(7) キューキュー ビョーイン (8) ナンキョク タンケン (9) ウチュー ヒコーシ
(10) シューガク リョコー (11) ウンドー シンケイ (12) オレンジ ジュース
(13) テニス ラケット (14) スピード イハン (15) ハンバーグ テイショク
(16) コクミン タイイク タイカイ (17) オソルオソル (18) シラズシラズ
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(20) カランコロン
【３】(1) sankaku zyôgi (2) kôsoku dôro (3) sintai sokutei
(4) kontyû saisyû (5) tennen kinenbutu (6) sôtaisei riron
(7) kokkai gizidô (8) kaizyû eiga (9) tentai kansoku
(10) zidôsya kôzyô (11) zyôki kikansya (12) konsome sûpu
(13) kôhî kappu (14) piano kyôsitu (15) gassyô konkûru
(16) mikakunin hikô buttai (17) omoi-omoi (18) hanare-banare
(19) kaesu-gaesu (20) tyaran-poran
(19)

ノラリクラリ

１５．文
【１】(1) ハル ガ キタ。 サクラ ガ サイタ。

(2)

アシタ ワ エンソク デス。

(3) ２５メートル オヨゲマス。 (4) ゾンビ ト タタカウ ユメ オ ミタ。
(5) ムシトリ ニ イッテ、カブトムシ オ ツカマエタ。
(6) ニッポン デ イチバン タカイ ヤマ ワ フジサン デス。
(7) ワガハイ ワ ネコ デ アル。ナマエ ワ マダ ナイ。
(8) ケンカ ワ ヨセ。ハラ ガ ヘル ゾ。 (9) ソシテ ダレ モ イナク ナッタ。
(10) 「ハヤク シ ナサイ。」「ウン。」「ハイ ト イイ ナサイ。」
(11) ドッチ ガ ホントー デス カ？ (12) イマ ナンジ？
(13) バナナ ワ オヤツ ニ ハイリマス カ？ (14) アッ、アブナイ！
(15) オイ、シズカ ニ シロ！ (16) ダ ガ コトワル！
【２】(1) Yamada Hanako desu.
(2) Sakura Syôgakkô no 3-nensei desu.
(3) Suki na tabemono wa itigo no kêki desu.
(4) Hanatyan wa sakaagari ga dekimasen.
(5) Gohan o tabetara nemutaku natta.
(6) Matui San wa takusî no untensyu desu.
(7) Ozîsan wa yama e sibakari ni ikimasita.
(8) Sonna mono wa nai. (9) Sosite 3-nin ga nokotta.
(10) "Mata un to iimasita ne." "Un, kore kara hai to iimasu."
(11) Nizi no iro wa ikutu arimasu ka? (12) E', sore honto?
(13) Koko wa doko? Watasi wa dare? (14) Me o samase!
(15) Dorobô da! (16) Osu na yo! Osu na yo! Zettai osu na yo!
１６．やまがたを つかわない かきかた
【１】(1) オカーサン

(2)

オニーサン

(3)

オネーサン

(4)

オトーサン

(5) ウチュージン (6) ガッコー (7) アカンベー (8) ボール (9)
(10) クーキ (11) ラーメン (12) ギューニュー (13) ブザー
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(14)
(18)
(22)

タクシー

(15)

ステーキ

ヒョーショージョー

(19)

(16)

スプーン

チキュー

(20)

(17)

ピーマン

ソーオン

(21)

トーキョー

オーサカ

(23) ニーガタ (24) キューシュー (25) サイトー ユージロー
【２】(1) obaasan
(2) oziisan (3) ookami (4) otooto
(5) kakigoori (6) tiisai (7) yuuyake (8) ara, maa (9) tiizu
(10) huruuto (11) doonatu (12) zyuusu (13) singoo
(14) ryokoo (15) yakyuu (16) sansuu (17) doyoobi
(18) hooritu (19) taihuu (20) guuzen (21) Kyooto
(22) Ooita (23) Tyuugoku (24) Denmaaku
(25) Niiyama Syooko
【３】(1) hebi, kirin, raion, zô
(2) iwasi, katuo, maguro, sanma
(3) ongaku, onkai, onpu, onti
(4) yuki, yukidaruma, yukigassen, yukionna
(5) kyodai, kyoka, kyôdai, kyôka
１７．とくしゅな 音
【１】(1) チェス

(3) シェフ (4) チェーン (5) シェパード
(6) フィット (7) フォーク (8) チェンジ (9) ディスコ (10) フェリー
(11) ジェットキ (12) ジェスチャー (13) メロディー (14) ティンパニ
(15) パーティー (16) フィルター (17) ド、レ、ミ、ファ (18) フェンシング
(19) ウォーキング (20) レモン ティー (21) ユニフォーム
(22) ビルディング (23) アルファベット (24) ディーゼルカー
(25) ストップウォッチ
【２】(1) tyero
(2) zyeru (3) t'issyu (4) hwaito (5) hwirumu
(6) hwâru (7) hwigyua (8) syerutâ (9) kyand'î (10) torohwî
(11) saihwon (12) posyetto (13) tyenbaro (14) sâhwin
(15) Hwinrando (16) Borant'ia (17) sinhwonî (18) ât'isuto
(19) purohwîru (20) baraet'î (21) kâd'igan (22) hwesut'ibaru
(23) zyentoruman (24) pahwômansu (25) wôminguappu
(2)

ファン
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