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う か じ へ よ

まんろっせんさんぴゃくえん

まんろくせんさんびゃくえん

いちまんろっせんさんぴゃくえん

いちまんろくせんさんびゃくえん

いちまんろっせんさんびゃくえん

こっちは 今 あめが ふって いるから る とき

を わすれないで。

わかった。

かさ ちず ほし

じしょ とけい

鈴木 今度の 土ようびに みんなで あつまるんですけど、

中村さんも ませんか。

中村 の 話ですが、土ようびは 約束が あって 。

鈴木 そうですか。ざんねんですね。

もっと だいぶ せっかく

ぜんぜん ほとんど

この パン、おいしいね。どこで 買ったの。

うちの 近くの パン だよ。

か や いえ てん みせ

あの 人は 頭が だね。

かれは げんきが ですね。

いさそう なくそう よさそう なさそう

いさそう なさそう よさそう なくそう

いさそう ないそう

今日は 寒くて 風も いから、出かけたく ないよ。

寒いも 風も いも 寒くも 風も くも

寒いし 風も いし 寒くに 風も くに

寒くが 風も くが

フランス旅行は どうでしたか。

とても 。

たのしだったです たのしかったです

たのしかったでした たのしいかったです

たのしいだったでした

ぼくは さい は かならず 結婚したいです。

ぼくは さい は 結婚しない つもりです。

まで まで まで までに

までに まで までで までに

までに までで

この テ プを よく 聞 て ください。

病 で 校を 休 なければ なりません。

この コンピュ タ 、キムさんだったら きっと 直 るよ。

長い 早い 高い い い



すみません、たまご ありますか。

うちには んですけど、あそこの ス パ

には ありますよ。

はい、ありがとうございます。

あけて いる あいて いる おいて いる

あいて いない おいて いない

映 は 何時からですか。

時からです。

あと 分ですね。

鈴木 鈴木ですが、山田さん いますか。

村上 はい、お待ちください。

山田さん 鈴木さんから お電話ですよ。

山田 はい、お電話 。山田です。

あげました くれました だしました

かえりました かわりました

田中 コ ヒ を 入れたので 高橋さんも 。

高橋 あ、 いただきます。

どうも どうぞ どうぞ どうぞ

どうぞ どうも よろしく どうも

どうも よろしく

議は 午前 時からですよね。

はい、そうです。

おかあさん、

これ 見て

点 とったよ。

。
よく きたね

よく したね

よく みたね

よく できたね

よく もったね

島が きれいですね。

そうでしょう。ここからは あの おおきい 島しか 見えませ

んが、あの うしろにも ちいさい 島が もう ひとつ あるん

ですよ。その 島には めずらしい 鳥が いるんですよ。

そうなんですか。

先生 中村くん、ちょっと 

中村 はい、何ですか。

先生 これ つぎの じゅぎょうで 使うから いっしょに 

はこんで ほしいんだけど。

中村 はい、わかりました。

たすけても いい たのんでも いい

はたらいても いい てつだっても いい

しつもんしても いい

銀行

社

高校
病院

道を いて いる 人が います。

びょういんの となりに こうこうが あります。

ぎんこうは ありますが、デパ トは ありません。

えきから ぎんこうへは 道を わたって いきます。

びょういんと こうこうの あいだに 車が あります。

で めがね でしたか。

赤くて まるい めがねだったら、 室の つくえの うえに

ありましたよ。

あ、そうですか。ありがとうございます。

どこか 見ません どれか 見ません

どれか ありません どこか ありません

どれが ありません



鈴木 田中さん おそいですね。

佐藤 今日は 。

ると 思います

ないかもしれません

ると 言って いました

試 の 時は つぎの 点を まもって ください。

話さない 。

えんぴつで 書かない 。

けいたいでんわを 使わない 。

こと ほど ほか

こころ ところ

やっぱり 韓 の キムチは からいでしょう。

いいえ、 からく ないんですけど。

思うしか 思う ほう 思うだけ

思った ほう 思ったより

はは これ、どうしたの

むすめ あ、それ。もう 着ないから、すてるんだけど。

はは まだ、着られるのに もったいない。

むすめ そう じゃ、おかあさんが 着る

はは そうね。私が もらうよ。

中で およがないで ください。

あぶないので 走らないで ください。

からだを あらってから 入って ください。

なつやすみには 何を しますか。

はい、だいじょうぶです。

それじゃ、 月 日などは

いいですね。いっしょに 行きましょう。

富士山に のぼって みたいんですけど。いっしょに

行きませんか。

男の子

お正月

ごがつ いつか

さんがつ みっか

キム って 何ですか。

加藤 日本の かんたんな きものですよ。

キム そうなんですか。加藤さんも きますか。

加藤 ええ、夏まつりや はなびを 見に いく 時に きて

いきますよ。

かぶき たたみ ゆかた

こたつ すもう
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