
Mémento de Japonais pour débutants

孄孥孮孩孳 孒孯孥孧孥孬

嬱嬶 学嬓孥孶孲孩孥孲 嬲嬰嬱嬰

孃孥 孤孯季孵孭孥孮孴 孲孡孳孳孥孭孢孬孥 孬孥 孶孯季孡孢孵孬孡孩孲孥 孪孡孰孯孮孡孩孳 孤孥孳 孶孩孮孧孴 孰孲孥孭孩嬒孥孲孥孳 孬孥嬘季孯孮孳
孤孵 孰孲孥孭孩孥孲 孶孯孬孵孭孥 学孲孡孮嬘季孡孩孳 孤孥 Minna no nihongo （みんな の にほんご）
季孬孡孳孳嬓孥 孰孡孲 孬孥嬘季孯孮 孥孴 孩孮孤孥學嬓孥嬮

孃孥 孭嬓孥孭孥孮孴孯 孡 嬓孥孴嬓孥 孲嬓孥孡孬孩孳嬓孥 孥孮 孭孡孩 孥孴 孪孵孩孮 嬲嬰嬰嬸嬮



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 0

孻 あえいおう 嬽⇒ アエイオウ
孻 まめみもむ 嬽⇒ マメミモム
孻 はへひほふ 嬽⇒ ハヘヒホフ
孻 られりろる 嬽⇒ ラレリロル
孻 かけきこく 嬽⇒ カケキコク
孻 なねにのぬ 嬽⇒ ナネニノヌ
孻 たてちとつ 嬽⇒ タテチトツ
孻 させしそす 嬽⇒ サセシソス

嬲



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 1

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
わたし 私 孪孥嬬 孭孯孩
わたしたち 私達 孮孯孵孳
あなた 孶孯孵孳 嬨孳孩孮孧孵孬孩孥孲嬩
あのひと 季孥孴孴孥 孰孥孲孳孯孮孮孥 嬨嬭孬嬒孡嬩嬬 孩孬嬬 孬孵孩嬬 孥孬孬孥
みなさん 皆さん 嬨孶孯孵孳嬩 孴孯孵孳嬬 孍孥孳孤孡孭孥孳嬬

孍孥孳孤孥孭孯孩孳孥孬孬孥孳 孥孴 孍孥孳孳孩孥孵孲孳
せんせい 先生 孰孲孯学孥孳孳孥孵孲嬬 孩孮孳孴孩孴孵孴孥孵孲 嬨孮嬧孥孳孴 孰孡孳

孵孴孩孬孩孳嬓孥 孱孵孡孮孤 孯孮 孰孡孲孬孥 孤孥 孳孯孩嬩
きょうし 教師 孰孲孯学孥孳孳孥孵孲嬬 孩孮孳孴孩孴孵孴孥孵孲 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥

孱孵孡孮孤 孯孮 孰孡孲孬孥 孤孥 孳孯孩嬩
がくせい 学生 嬓孥孴孵孤孩孡孮孴
かいしゃい 会社員 孥孭孰孬孯孹嬓孥 孤嬧孵孮孥 季孯孭孰孡孧孮孩孥
しゃいん 社員 孥孭孰孬孯孹嬓孥 孤孥 ∼ 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孡孶孥季 孬孥

孮孯孭 孤孥 孬孡 季孯孭孰孡孧孮孩孥嬬 孰孡孲
孥學孥孭孰孬孥 孉孍孃 の しゃいん嬩

ぎんこういん 銀行員 孥孭孰孬孯孹嬓孥 孤孥 孢孡孮孱孵孥
いしゃ 医者 孭嬓孥孤孥季孩孮嬬 孤孯季孴孥孵孲
けんきゅうしゃ 研究者 季孨孥孲季孨孥孵孲
エンジニア 孩孮孧嬓孥孮孩孥孵孲
だいがく 大学 孵孮孩孶孥孲孳孩孴嬓孥
びょういん 病院 孨孞孯孰孩孴孡孬
でんき 電気 嬓孥孬孥季孴孲孩季孩孴嬓孥嬬 孬孡孭孰孥嬬 孬孵孭孩嬒孥孲孥
だれ 孱孵孩 嬨どなた 孥孳孴 孵孮孥 学孯孲孭孥 孰孯孬孩孥

孤孥 だれ嬩
嬭さい 一歳 嬭孡孮嬨孳嬩
なんさい 何歳 孱孵孥孬 孞孡孧孥 嬨おいくつ 孥孳孴 孵孮孥

学孯孲孭孥 孰孯孬孩孥 孤孥 なんさい嬩
はい 孯孵孩
いいえ 孮孯孮
しつれいですが 失礼ですが 孅學季孵孳孥孺嬭孭孯孩
おなまえは お名前は 孃孯孭孭孥孮孴 孶孯孵孳 孡孰孰孥孬孥孺嬭孶孯孵孳 嬿
はじめまして 初めまして 孅孮季孨孡孮孴嬓孥
どうそよろしく 孔孲嬒孥孳 孨孥孵孲孥孵學 孤孥 学孡孩孲孥 孶孯孴孲孥

季孯孮孮孡孩孳孳孡孮季孥
にちらは ∼ さんです 孃嬧孥孳孴 孍嬮嬯孍孭孥嬯孍孬孬孥 ∼
∼からきました から来ました 孊孥 孶孩孥孮孳 嬨孳孵孩孳 孶孥孮孵嬩 孤孥 ∼
アメリカ 嬓孅孴孡孴孳嬭孕孮孩孳

嬳



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
イギリス 孁孮孧孬孥孴孥孲孲孥
インド 孉孮孤孥
インドネシア 孉孮孤孯孮嬓孥孳孩孥
かんこく 韓国 孃孯孲嬓孥孥
タイ 孔孨孡孿嬐孬孡孮孤孥
ちゅうごく 中国 孃孨孩孮孥
ドイツ 孁孬孬孥孭孡孧孮孥
にほん 日本 孊孡孰孯孮
フランス 孆孲孡孮季孥
ブラジル 孂孲嬓孥孳孩孬

嬴



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 2

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
これ 季孥嬬 季孥季孩
それ 季孥嬬 季孥孬孡 嬨孰孲嬒孥孳 孤孥 孶孯孵孳嬩
あれ 季孥嬬 季孥孬孡 嬨孬嬒孡嬭孢孡孳嬩
この 季孥 嬨季孥孴孴孥嬩 ∼嬭季孩
その 季孥 嬨季孥孴孴孥嬩 ∼嬭孬嬒孡 嬨孰孲嬒孥孳 孤孥 孶孯孵孳嬩
あの 季孥 嬨季孥孴孴孥嬩 ∼嬭孬嬒孡 嬨孬嬒孡嬭孢孡孳嬩
ほん 本 孬孩孶孲孥
じしょ 辞書 孤孩季孴孩孯孮孮孡孩孲孥
ざっし 雑誌 孭孡孧孡孺孩孮孥嬬 孲孥孶孵孥
しんぶん 新聞 孪孯孵孲孮孡孬
ノ一ト 季孡孨孩孥孲
てちょう 手帳 季孡孲孮孥孴嬬 孡孧孥孮孤孡
めいし 名刺 季孡孲孴孥 孤孥 孶孩孳孩孴孥
カ一ド 季孡孲孴孥
テレホンカ一ド 季孡孲孴孥 孤孥 孴嬓孥孬嬓孥孰孨孯孮孥
えんぴつ 鉛筆 季孲孡孹孯孮
ボ一ルペン 孳孴孹孬孯 嬒孡 孢孩孬孬孥
シャ一プペンシル 孰孯孲孴孥嬭孭孩孮孥
かぎ 季孬嬓孥
とけい 時計 孭孯孮孴孲孥嬬 孨孯孲孬孯孧孥嬬 孲嬓孥孶孥孩孬
かさ 傘 孰孡孲孡孰孬孵孩孥
かぼん 孳孡季嬬 季孡孲孴孡孢孬孥嬬 孳孥孲孶孩孥孴孴孥
孛カセット孝テ一プ 季孡孳孳孥孴孴孥
テ一プレコ一ダ一 孭孡孧孮嬓孥孴孯孰孨孯孮孥
テレビ 孴嬓孥孬嬓孥孶孩孳孩孯孮
ラジオ 孲孡孤孩孯
カメラ 孡孰孰孡孲孥孩孬嬭孰孨孯孴孯
コンピュ一タ一 孯孲孤孩孮孡孴孥孵孲
じどうしゃ 自動車 孶孯孩孴孵孲孥
つくえ 机 孢孵孲孥孡孵 嬨孥孮 孴孡孮孴 孱孵孥 孭孥孵孢孬孥嬩
いす 季孨孡孩孳孥
チョコレ一ト 季孨孯季孯孬孡孴
コ一ヒ一 季孡学嬓孥
えいご 英語 孬孡 孬孡孮孧孵孥 孡孮孧孬孡孩孳孥
にほんご にほん語 孬孡 孬孡孮孧孵孥 孪孡孰孯孮孡孩孳孥
∼ご ∼語 孬孡孮孧孵孥 ∼
なん 何 孱孵孥嬬 孱孵孯孩 嬨孱孵嬧孥孳孴嬭季孥 孱孵孥嬩

嬵



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
そう 嬨孃嬧孥孳孴嬩 季孥孬孡嬮嬯嬨孃嬧孥孳孴嬩 嬘季孡
ちがいます 違います 孎孯孮嬬 季孥 孮嬧孥孳孴 孰孡孳 季孥孬孡嬮嬯孖孯孵孳

孶孯孵孳 孴孲孯孭孰孥孺嬮
そうですか 孁孨 孢孯孮嬮嬯孊孥 孶孯孩孳嬮嬯孃嬧孥孳孴 孶孲孡孩 嬿
あのう 孥孵孨 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孰孯孵孲 孭孯孮孴孲孥孲 孵孮孥

孨嬓孥孳孩孴孡孴孩孯孮嬩
ほんのきもちです ほんの気持ちで

す
孃嬧孥孳孴 孵孮 孴孯孵孴 孰孥孴孩孴 季孡孤孥孡孵嬮嬯孃嬧孥孳孴
孵孮 孭孯孤孥孳孴孥 孴嬓孥孭孯孩孧孮孡孧孥 孤孥
孲孥季孯孮孮孡孩孳孳孡孮季孥

どうぞ 孖孯孩孬嬒孡嬮嬯孓嬧孩孬 孶孯孵孳 孰孬孡孩孴嬮 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥
孱孵孡孮孤 孯孮 孯嬋孲孥 孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥 嬒孡
孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩

どうも 孍孥孲季孩嬮
孛どうも孝 ありがとう 孛ござ
います孝

孍孥孲季孩 孛孢孥孡孵季孯孵孰孝

これから お世話になりま
す

孊嬧孥孳孰嬒孥孲孥 孰孯孵孶孯孩孲 季孯孭孰孴孥孲 孳孵孲
孶孯孴孲孥 孡孩孤孥嬮

こちらこそ よろしく 孃嬧孥孳孴 孭孯孩 孱孵孩 孳孵孩孳 孲孡孶孩 孤孥 孶孯孵孳
季孯孮孮孡孞嬐孴孲孥嬮 嬨孲嬓孥孰孯孮孳孥 嬒孡 どうぞ よ
ろしく嬩

嬶



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 3

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
ここ 孩季孩嬬 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴
そこ 孬嬒孡嬬 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴 孰孲嬒孥孳 孤孥 孶孯孵孳
あそこ 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴嬭孬嬒孡嬬 孬嬒孡嬭孢孡孳
どこ 孯嬒孵嬬 孱孵孥孬 孥孮孤孲孯孩孴
こちら 孰孡孲 孩季孩嬬 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴 嬨学孯孲孭孥 孰孯孬孩孥

孤孥 ここ嬩
そちら 孰孡孲 孬嬒孡嬬 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴 孰孲嬒孥孳 孤孥 孶孯孵孳

嬨学孯孲孭孥 孰孯孬孩孥 孤孥 そこ嬩
あちら 孰孡孲 孬嬒孡嬭孢孡孳嬬 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴嬭孬嬒孡 嬨学孯孲孭孥

孰孯孬孩孥 孤孥 あそこ嬩
どちら 孯嬒孵嬬 孱孵孥孬 孥孮孤孲孯孩孴 嬨学孯孲孭孥 孰孯孬孩孥 孤孥

どこ嬩
きょうしつ 教室 孳孡孬孬孥 孤孥 季孬孡孳孳孥
しょくどう 食堂 孲嬓孥学孥季孴孯孩孲孥嬬 孲孥孳孴孡孵孲孡孮孴嬬 季孡孮孴孩孮孥
じむしょ 事務所 孢孵孲孥孡孵
かいぎしつ 会議室 孳孡孬孬孥 孤孥 季孯孮学嬓孥孲孥孮季孥
うけつけ 受付 孲嬓孥季孥孰孴孩孯孮嬬 孡季季孵孥孩孬 嬨孬孩孥孵嬩
ロビ一 孨孡孬孬
へや 部屋 孳孡孬孬孥
トイレ 嬨おてあらい嬩 嬨お手
洗い嬩

孴孯孩孬孥孴孴孥孳

かいだん 階段 孥孳季孡孬孩孥孲
エレベ一タ一 孡孳季孥孮孳孥孵孲
エスカレ一タ一 孥孳季孡孬孡孴孯孲嬬 孥孳季孡孬孩孥孲 孲孯孵孬孡孮孴
孛お孝くに 孛お孝国 孰孡孹孳
かいしゃ 会社 季孯孭孰孡孧孮孩孥嬬 孳孯季孩嬓孥孴嬓孥
うち 孭孡孩孳孯孮
でんわ 電話 孴嬓孥孬嬓孥孰孨孯孮孥嬬 孡孰孰孥孬 孴嬓孥孬嬓孥孰孨孯孮孩孱孵孥
くつ 靴 季孨孡孵孳孳孵孲孥孳
ネクタイ 季孲孡孶孡孴孥
ワイン 孶孩孮
たばこ 季孩孧孡孲孥孴孴孥
うりば 売り場 孲孡孹孯孮 嬨孤孡孮孳 孵孮 孧孲孡孮孤 孭孡孧孡孳孩孮嬩
ちか 地下 孳孯孵孳嬭孳孯孬
嬭かい 嬨嬭がい嬩 嬭階 嬭嬒孥孭孥 嬓孥孴孡孧孥
なんがい 何階 孱孵孥孬 嬓孥孴孡孧孥
嬭えん 嬭円 嬭孹孥孮

嬷



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
いくら 嬨孃嬧孥孳孴嬩 季孯孭孢孩孥孮 嬨 嬿嬩嬯嬨孃嬘孡 季孯孞孵孴孥嬩

季孯孭孢孩孥孮 嬨 嬿嬩
ひゃく 百 季孥孮孴
せん 千 孭孩孬孬孥
まん 万 孤孩學 孭孩孬孬孥
すみません 孅學季孵孳孥孺嬭孭孯孩嬮
∼で ございます 嬨学孯孲孭孥 孰孯孬孩孥 孤孥 です嬩
孛∼を孝 みせて ください 孛∼を孝 見せて く

ださい
孆孡孩孴孥孳嬭孭孯孩 孶孯孩孲 孛∼孝嬬 孳嬧孩孬 孶孯孵孳
孰孬孡孞嬐孴嬮嬯孖孯孵孬孥孺嬭孶孯孵孳 孭孥 孭孯孮孴孲孥孲
孛∼孝 嬿

じゃ 孥孨 孢孩孥孮嬬 孡孬孯孲孳
孛∼を孝 ください 孄孯孮孮孥孺嬭孭孯孩 孛∼孝嬬 孳嬧孩孬 孶孯孵孳 孰孬孡孞嬐孴嬮
しんおおさか 新おおさか 孮孯孭 孤嬧孵孮孥 孧孡孲孥 嬒孡 孏孳孡孫孡
イタリア 孉孴孡孬孩孥
スイス 孓孵孩孳孳孥

嬸



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 4

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
おきます 起きます 孳孥 孬孥孶孥孲
ねます 寝ます 孳孥 季孯孵季孨孥孲嬬 孤孯孲孭孩孲
はたらきます 働きます 孴孲孡孶孡孩孬孬孥孲
やすみます 休みます 孳孥 孲孥孰孯孳孥孲嬬 孰孲孥孮孤孲孥 孵孮 季孯孮孧嬓孥
べんきょうします 勉強します 嬓孥孴孵孤孩孥孲
おわります 終わります 孴孥孲孭孩孮孥孲嬬 嬌孮孩孲
デパ一ト 孧孲孡孮孤 孭孡孧孡孳孩孮
ぎんこう 銀行 孢孡孮孱孵孥
ゆうびんきょく 郵便局 孢孵孲孥孡孵 孤孥 孰孯孳孴孥
としょかん 図書館 孢孩孢孬孩孯孴孨嬒孥孱孵孥
びじゅつかん 美術館 孭孵孳嬓孥孥
いま 今 孭孡孩孮孴孥孮孡孮孴
一じ 一時 嬭孨孥孵孲孥嬨孳嬩
一ふん 嬨一ぷん嬩 一分 嬭孭孩孮孵孴孥嬨孳嬩
はん 半 孤孥孭孩孥 嬨嬳嬰 孭孩孮孵孴孥孳嬩
なんじ 何時 孱孵孥孬孬孥 孨孥孵孲孥
なんぷん 何分 季孯孭孢孩孥孮 孤孥 孭孩孮孵孴孥孳
ごぜん 午前 孡嬮孭嬮嬬 孭孡孴孩孮嬬 孤孵 孭孡孴孩孮
ごご 午後 孰嬮孭嬮嬬 孡孰孲嬒孥孳嬭孭孩孤孩嬬 孤孵 孳孯孩孲
あさ 朝 孭孡孴孩孮
ひる 昼 孪孯孵孲嬬 孭孩孤孩
ばん 嬨よる嬩 晩 嬨夜嬩 孳孯孩孲嬬 孮孵孩孴
おととい 孡孶孡孮孴嬭孨孩孥孲
きのう 孨孩孥孲
きょう 孡孵孪孯孵孲孤嬧孨孵孩
あした 孤孥孭孡孩孮
あさって 孡孰孲嬒孥孳嬭孤孥孭孡孩孮
けさ 季孥 孭孡孴孩孮
こんばん 今晩 季孥 孳孯孩孲嬬 季孥孴孴孥 孮孵孩孴
やすみ 休み 孲孥孰孯孳嬬 季孯孮孧嬓孥嬬 孪孯孵孲 孤孥 孲孥孰孯孳
ひるやすみ 昼休み 孲孥孰孯孳 孤孥 孭孩孤孩
まいあさ 毎朝 季孨孡孱孵孥 孭孡孴孩孮嬬 孴孯孵孳 孬孥孳 孭孡孴孩孮孳
まいばん 毎晩 季孨孡孱孵孥 孳孯孩孲嬬 孴孯孵孳 孬孥孳 孳孯孩孲孳
まいにち 毎日 季孨孡孱孵孥 孪孯孵孲嬬 孴孯孵孳 孬孥孳 孪孯孵孲孳
げつようび 月曜日 孬孵孮孤孩
かようび 火曜日 孭孡孲孤孩
すいようび 水曜日 孭孥孲季孲孥孤孩

嬹



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
もくようび 木曜日 孪孥孵孤孩
きんようび 金曜日 孶孥孮孤孲孥孤孩
どようび 土曜日 孳孡孭孥孤孩
にちようび 日曜日 孤孩孭孡孮季孨孥
なんようび 何曜日 孱孵孥孬 孪孯孵孲 孤孥 孬孡 孳孥孭孡孩孮孥
ばんごう 番号 孮孵孭嬓孥孲孯
なんばん 何番 孱孵孥孬 孮孵孭嬓孥孲孯
∼から ∼孤孥 ∼
∼まで 嬒孡 嬨孪孵孳孱孵嬧嬒孡嬩 ∼
∼と∼ 孥孴 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孰孯孵孲 孬孩孥孲 孤孥孵學 孯孵

孰孬孵孳孩孥孵孲孳 孮孯孭孳嬩
そちら 季孨孥孺 孶孯孵孳
たいえんですね 大爰ですね 孖孯孵孳 孞孥孴孥孳 孢孩孥孮 季孯孵孲孡孧孥孵學嬮 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥

孱孵孡孮孤 孯孮 孥學孰孲孩孭孥 孳孡 孳孹孭孰孡孴孨孩孥嬩
え一と 孥孵孨嬮嬮嬮嬬 孶孯孹孯孮孳
１０４ 孲孥孮孳孥孩孧孮孥孭孥孮孴
おねがいします お願いします 孓嬧孩孬 孶孯孵孳 孰孬孡孞嬐孴 嬨孬孩孴嬮 孊孥 孤孥孭孡孮孤孥

孶孯孴孲孥 学孡孶孥孵孲嬮嬩
かしこまりました 孃孥孲孴孡孩孮孥孭孥孮孴嬬 嬨孭孯孮孳孩孥孵孲嬬

孭孡孤孡孭孥嬬 孭孡孤孥孭孯孩孳孥孬孬孥嬩嬮
おといあわせのばんごう お問い合わせの

番号
孬孥 孮孵孭嬓孥孲孯 孱孵孥 孶孯孵孳 孤孥孭孡孮孤孥孺

孛どうも孝 ありがとう ござ
いました

孍孥孲季孩 孢孥孡孵季孯孵孰嬮

ニュ一ヨ一ク 孎孥孷 孙孯孲孫
ペキン 北京 子嬓孥孫孩孮
ロンドン 孌孯孮孤孲孥孳
バンコク 孂孡孮孧孫孯孫
ロサンゼルス 孌孯孳 孁孮孧孥孬孥孳
やまとびじゅつかん やまと美術館 孭孵孳嬓孥孥 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥
おおさかデパ一ト 大阪デパ一ト 孧孲孡孮孤 孭孡孧孡孳孩孮 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥
みどりとしょかん みどり図書館 孢孩孢孬孩孯孴孨嬒孥孱孵孥 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥
アップルぎんこう アップル銀行 孢孡孮孱孵孥 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥

嬱嬰



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 5

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
いきます 行きます 孡孬孬孥孲
きます 来ます 孶孥孮孩孲
かえります 帰ります 孲孥孮孴孲孥孲 嬨季孨孥孺 孳孯孩嬩嬬 孲孥孴孯孵孲孮孥孲
がっこう 学校 嬓孥季孯孬孥
ス一パ一 孳孵孰孥孲孭孡孲季孨嬓孥
えき 駅 孧孡孲孥嬬 孳孴孡孴孩孯孮
ひこうき 飛行機 孡孶孩孯孮
ふね 船 孢孡孴孥孡孵
でんしゃ 電車 孴孲孡孩孮
ちかてつ 地下鉄 孭嬓孥孴孲孯
しんかんせん 新幹線 孓孨孩孮孫孡孮孳孥孮嬬 孳孵孰孥孲嬭孥學孰孲孥孳孳 嬨孔孇孖

孪孡孰孯孮孡孩孳嬩
バス 孡孵孴孯孢孵孳
タクシ一 孴孡學孩
じでんしゃ 自転車 孢孩季孹季孬孥孴孴孥
あるいて 歩いて 嬒孡 孰孩孥孤
ひと 人 孰孥孲孳孯孮孮孥嬬 孨孯孭孭孥嬬 孧孥孮孳
ともだち 友達 孡孭孩嬨孥嬩
かれ 彼 孩孬嬬 孡孭孩嬬 孰孥孴孩孴 孡孭孩
かのじょ 彼女 孥孬孬孥嬬 孡孭孩孥嬬 孰孥孴孩孴孥 孡孭孩孥
かぞく 家族 学孡孭孩孬孬孥
ひとりで 一人で 孳孥孵孬嬨孥嬩
せんしゅう 先週 孬孡 孳孥孭孡孩孮孥 孤孥孲孮孩嬒孥孲孥
こんしゅう 今週 季孥孴孴孥 孳孥孭孡孩孮孥
らいしゅう 来週 孬孡 孳孥孭孡孩孮孥 孰孲孯季孨孡孩孮孥
せんげつ 先月 孬孥 孭孯孩孳 孤孥孲孮孩孥孲
こんげつ 今月 季孥 孭孯孩孳
らいげつ 来月 孬孥 孭孯孩孳 孰孲孯季孨孡孩孮
きょねん 去年 孬嬧孡孮孮嬓孥孥 孤孥孲孮孩嬒孥孲孥
ことし 季孥孴孴孥 孡孮孮嬓孥孥
らいねん 来年 孬嬧孡孮孮嬓孥孥 孰孲孯季孨孡孩孮孥
一がつ 一月 孬孥 孭孯孩孳 孤孥嬭
なんがつ 何月 孱孵孥孬 孭孯孩孳
ついたち 一日 孬孥 嬱er 孤孵 孭孯孩孳
ふつか ２日 孬孥 嬲嬬 孤孥孵學 孪孯孵孲孳
みっか ３日 孬孥 嬳嬬 孴孲孯孩孳 孪孯孵孲孳
よっか ４日 孬孥 嬴嬬 孱孵孡孴孲孥 孪孯孵孲孳

嬱嬱



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
いつか ５日 孬孥 嬵嬬 季孩孮孱 孪孯孵孲孳
むいか ６日 孬孥 嬶嬬 孳孩學 孪孯孵孲孳
なのか ７日 孬孥 嬷嬬 孳孥孰孴 孪孯孵孲孳
ようか ８日 孬孥 嬸嬬 孨孵孩孴 孪孯孵孲孳
ここのか ９日 孬孥 嬹嬬 孮孥孵学 孪孯孵孲孳
とおか １０日 孬孥 嬱嬰嬬 孤孩學 孪孯孵孲孳
じゅうよっか １４日 孬孥 嬱嬴嬬 孱孵孡孴孯孲孺孥 孪孯孵孲孳
はつか ２０日 孬孥 嬲嬰嬬 孶孩孮孧孴 孪孯孵孲孳
にじゅうよっか ２４日 孬孥 嬲嬴嬬 孶孩孮孧孴嬭孱孵孡孴孲孥 孪孯孵孲孳
一にち 一日 孬孥嬭嬬 嬭孪孯孵孲孳
なんにち 何日 孱孵孥孬 孪孯孵孲 孤孵 孭孯孩孳嬬 季孯孭孢孩孥孮 孤孥

孪孯孵孲孳
いつ 孱孵孡孮孤
たんじょうび 誕生日 孡孮孮孩孶孥孲孳孡孩孲孥
ふつう 普通 嬨孴孲孡孩孮嬩 孯孭孮孩孢孵孳
きゅうこう 急行 嬨孴孲孡孩孮嬩 孥學孰孲孥孳孳
とっきゅう 特急 嬨孴孲孡孩孮嬩 孲孡孰孩孤孥
つぎの 次の 孰孲孯季孨孡孩孮嬬 孳孵孩孶孡孮孴
どう いたしまして 孊孥 孶孯孵孳 孥孮 孰孲孩孥嬮嬯孉孬 孮嬧孹 孡 孰孡孳 孤孥

孱孵孯孩嬮
一ばんせん 一番線 孱孵孡孩嬭嬬 孶孯孩孥嬭
はかた 博多 孮孯孭 孤嬧孵孮孥 孶孩孬孬孥 嬒孡 孋孹孵孳孨孵
ふしみ 伏見 孮孯孭 孤嬧孵孮 孱孵孡孲孴孩孥孲 嬒孡 孋孹孯孴孯
こうしえん 甲子園 孮孯孭 孤嬧孵孮 孱孵孡孲孴孩孥孲 孰孲嬒孥孳 孤嬧孏孳孡孫孡
おおさかじょう 大阪城 孃孨孞孡孴孥孡孵 孤嬧孏孳孡孫孡嬬 孵孮 季嬓孥孬嬒孥孢孲孥

季孨孞孡孴孥孡孵 嬒孡 孏孳孡孫孡

嬱嬲



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 6

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
たべます 食べます 孭孡孮孧孥孲
のみます 飲みます 孢孯孩孲孥
すいます

孛たばこ を ∼孝
吸います 学孵孭孥孲 孛孵孮孥 季孩孧孡孲孥孴孴孥孝

みます 見ます 孶孯孩孲嬬 孲孥孧孡孲孤孥孲
ききます 聞きます 嬓孥季孯孵孴孥孲嬬 孥孮孴孥孮孤孲孥
よみます 読みます 孬孩孲孥
かきます 書きます 嬓孥季孲孩孲孥嬬 孤孥孳孳孩孮孥孲嬬 孰孥孩孮孤孲孥
かいます 買います 孡季孨孥孴孥孲
とります

孛しゃしんを ∼孝
撮ります

孛写真 を∼孝
孰孲孥孮孤孲孥 孛孵孮孥 孰孨孯孴孯孝

します 学孡孩孲孥
あいます

孛ともだちに ∼孝
会います

孛友達に ∼孝
孲孥孮季孯孮孴孲孥孲嬬 孶孯孩孲 孛孵孮 孡孭孩孝

ごはん 孲孩孺 嬨季孵孩孴嬩嬬 孲孥孰孡孳
あさごはん 朝ごはん 孰孥孴孩孴 孤嬓孥孪孥孵孮孥孲
ひるごはん 昼ごはん 孤嬓孥孪孥孵孮孥孲
ばんごはん 晩ごはん 孤孞嬐孮孥孲
パン 孰孡孩孮
たまご 卵 嬛孵学
にく 肉 孶孩孡孮孤孥
さかな 魚 孰孯孩孳孳孯孮
やさい 野菜 孬嬓孥孧孵孭孥
くだもの 果物 学孲孵孩孴
みず 水 孥孡孵
おちゃ お茶 孴孨嬓孥嬬 孴孨嬓孥 孶孥孲孴
こうちゃ 紅茶 孴孨嬓孥 嬨孮孯孩孲嬩嬬 孴孨嬓孥 孡孮孧孬孡孩孳
ぎゅうにゅう 嬨ミルク嬩 牛乳 孬孡孩孴
ジュ一ス 孪孵孳 嬨孤孥 学孲孵孩孴嬩
ビ一ル 孢孩嬒孥孲孥
孛お孝さけ 孛お孝酒 孡孬季孯孯孬嬬 孶孩孮 孤孥 孲孩孺 孪孡孰孯孮孡孩孳
ビデオ 孶孩孤嬓孥孯嬭季孡孳孳孥孴孴孥嬬 孭孡孧孮嬓孥孴孯孳季孯孰孥
えいが 映画 嬌孬孭嬬 季孩孮嬓孥孭孡
孃孄 孃孄嬬 孤孩孳孱孵孥 季孯孭孰孡季孴
てがみ 手紙 孬孥孴孴孲孥
レポ一ト 孲孡孰孰孯孲孴嬬 季孯孭孰孴孥嬭孲孥孮孤孵
しゃしん 写真 孰孨孯孴孯嬨孧孲孡孰孨孩孥嬩

嬱嬳



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
みせ 店 孭孡孧孡孳孩孮嬬 孢孯孵孴孩孱孵孥
レストラン 孲孥孳孴孡孵孲孡孮孴
にわ 庭 孪孡孲孤孩孮
しゅくだい 宿題 孤孥孶孯孩孲 嬨∼ を します 嬺 学孡孩孲孥 孳孯孮

孤孥孶孯孩孲嬩
テニス 孴孥孮孮孩孳 嬨∼ を します 嬺 孪孯孵孥孲 孡孵

孴孥孮孮孩孳嬩
サッカ一 学孯孯孴孢孡孬孬 嬨∼ を します 嬺 孪孯孵孥孲 孡孵

学孯孯孴孢孡孬孬嬩
孛お孝はなみ 孛お孝花見 季孯孮孴孥孭孰孬孡孴孩孯孮 孤孥孳 嬍孥孵孲孳 孤孥

季孥孲孩孳孩孥孲孳 嬨∼ を します 嬺 孡孬孬孥孲
季孯孮孴孥孭孰孬孥孲 孬孥孳 季孥孲孩孳孩孥孲孳 孥孮 嬍孥孵孲嬩

なに 何 孱孵孥嬬 孱孵孯孩 嬨孱孵嬧孥孳孴嬭季孥 孱孵孥嬩
いっしょに 孡孶孥季 嬨孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩嬬 孥孮孳孥孭孢孬孥
ちょっと 孵孮 孩孮孳孴孡孮孴嬬 孵孮 孰孥孵
いつも 孴孯孵孪孯孵孲孳嬬 孨孡孢孩孴孵孥孬孬孥孭孥孮孴
ときどき 時々 孰孡孲学孯孩孳嬬 孤孥 孴孥孭孰孳 孥孮 孴孥孭孰孳
それから 孡孰孲嬒孥孳 季孥孬孡嬬 孥孮孳孵孩孴孥嬬 孥孴 孰孵孩孳
ええ 孯孵孩
いいですね 孃嬧孥孳孴 孵孮孥 孢孯孮孮孥 孩孤嬓孥孥嬮
わかりました 孊孥 孶孯孩孳嬮嬯孃嬧孥孳孴

孥孮孴孥孮孤孵嬮嬯孄嬧孡季季孯孲孤嬮
なんですか 何ですか 孏孵孩 嬿
しゃ、また 孛あした孝 孂孯孮嬬 嬒孡 孤孥孭孡孩孮嬮
メキシコ 孍孥學孩孱孵孥
おおさかじょうこうえん 大阪城公園 子孡孲學 孤孵 季孨孞孡孴孥孡孵 孤嬧孏孳孡孫孡

嬱嬴
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Leçon 7

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
きります 切ります 季孯孵孰孥孲嬬 孴孡孩孬孬孥孲
おくります 送ります 孥孮孶孯孹孥孲嬬 孥學孰嬓孥孤孩孥孲
あげます 孤孯孮孮孥孲
もらいます 孲孥季孥孶孯孩孲
かします 貨します 孰孲孞孥孴孥孲嬬 孬孯孵孥孲
かります 借ります 孥孭孰孲孵孮孴孥孲
おしえます 教えます 孡孰孰孲孥孮孤孲孥嬬 孥孮孳孥孩孧孮孥孲
ならいます 習います 孡孰孰孲孥孮孤孲孥
かけます

孛でんわ を ∼孝
孛電話 を ∼孝 孡孰孰孥孬孥孲 孛孡孵 孴嬓孥孬嬓孥孰孨孯孮孥孝

て 手 孭孡孩孮嬬 孢孲孡孳
はし 孢孡孧孵孥孴孴孥孳
スプ一ン 季孵孩孬孬孥孲
ナイフ 季孯孵孴孥孡孵
フォ一ク 学孯孵孲季孨孥孴孴孥
はさみ 季孩孳孥孡孵學
ファクス 孴嬓孥孬嬓孥季孯孰孩孥嬬 学孡學
ワ一プロ 孡孰孰孡孲孥孩孬 嬒孡 孴孲孡孩孴孥孭孥孮孴 孤孥 孴孥學孴孥
パソコン 孯孲孤孩孮孡孴孥孵孲 孰孥孲孳孯孮孮孥孬
パンチ 孰孥孲学孯孲孡孴孥孵孲
ホッチキス 孡孧孲孡学孥孵孳孥
セロテ一プ 孲孵孢孡孮 孡孤孨嬓孥孳孩学嬬 孳季孯孴季孨 孴孡孰孥
けしゴム 消しゴム 孧孯孭孭孥
かみ 紙 孰孡孰孩孥孲
はな 花 嬍孥孵孲
シャツ 季孨孥孭孩孳孥
プレゼント 季孡孤孥孡孵
にもつ 荷物 孢孡孧孡孧孥嬬 孰孡孱孵孥孴
おかね お金 孡孲孧孥孮孴
きっぷ 切符 孴孩季孫孥孴嬬 孢孩孬孬孥孴
クリスマス 孎孯孿孥孬
ちち 父 嬨孭孯孮嬩 孰嬒孥孲孥
はは 母 嬨孭孡嬩 孭嬒孥孲孥
おとうさん お父さん 孰嬒孥孲孥 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩
おかあさん お母さん 孭嬒孥孲孥 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩
もう 孤嬓孥孪嬒孡
まだ 孰孡孳 孥孮季孯孲孥

嬱嬵
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孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
これから 嬒孡 孰孡孲孴孩孲 孤孥 孭孡孩孮孴孥孮孡孮孴嬬 孤嬒孥孳

孭孡孩孮孴孥孮孡孮孴嬬 孢孩孥孮孴孞孯孴
孛∼、孝 すてきですね 孑孵孥孬 孪孯孬孩 孛∼孝 嬡
ごめんください 孂孯孮孪孯孵孲嬮嬯孅學季孵孳孥孺嬭孭孯孩嬮嬯孙 孡嬭孴嬭孩孬

孱孵孥孬孱孵嬧孵孮 嬿 嬨孥學孰孲孥孳孳孩孯孮 孵孴孩孬孩孳嬓孥孥
孰孡孲 孵孮 孶孩孳孩孴孥孵孲嬩

いらっしゃい 孂孯孮孪孯孵孲嬮 嬨孬孩孴嬮 孂孩孥孮孶孥孮孵嬨孥嬩嬮嬩
どうぞ おあがり ください どうぞ お上が

り ください
孅孮孴孲孥孺嬬 孳嬧孩孬 孶孯孵孳 孰孬孡孞嬐孴嬮

しつれいします 失礼します 孍孥孲季孩嬮嬯孅孳孴嬭季孥 孱孵孥 孪孥 孰孥孵學 嬿 嬨孬孩孴嬮
孊嬧孡孩 孰孥孵孲 孤孥 孶孯孵孳 孤嬓孥孲孡孮孧孥孲嬮嬩

孛∼ は孝 いかがですか 孎孥 孶孯孵孬孥孺嬭孶孯孵孳 孰孡孳 孰孲孥孮孤孲孥
孛∼孝 嬿嬯孑孵孥 孤孩孲孩孥孺嬭孶孯孵孳 孤孥 孛∼孝 嬿
嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孱孵孡孮孤 孯孮 孯嬋孲孥 孱孵孥孬孱孵孥
季孨孯孳孥嬩

いただきます 孍孥孲季孩嬮嬯孊嬧孡季季孥孰孴孥嬮 嬨孰孲孯孮孯孮季嬓孥孥
孡孶孡孮孴 孤孥 季孯孭孭孥孮季孥孲 嬒孡 孭孡孮孧孥孲
孯孵 嬒孡 孢孯孩孲孥嬩

りょこう 旅行 孶孯孹孡孧孥 嬨∼ を します 嬺 学孡孩孲孥 孵孮
孶孯孹孡孧孥嬬 孶孯孹孡孧孥孲嬩

おみやげ お土産 孳孯孵孶孥孮孩孲嬬 季孡孤孥孡孵
ヨ一ロッパ 孅孵孲孯孰孥
スペイン 孅孳孰孡孧孮孥

嬱嬶
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Leçon 8

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
ハンサム孛な孝 孢孥孡孵 嬨孰孯孵孲 孥學孰孲孩孭孥孲 孬嬧孡孳孰孥季孴

孥學孴嬓孥孲孩孥孵孲 孤孥孳 孨孯孭孭孥孳嬩
きれい孛な孝 孢孥孡孵嬬 孪孯孬孩嬬 孰孲孯孰孲孥
しずか孛な孝 静か孛な孝 季孡孬孭孥嬬 孴孲孡孮孱孵孩孬孬孥
にぎやか孛な孝 孡孮孩孭嬓孥嬬 学孲嬓孥孱孵孥孮孴嬓孥嬬 孧孡孩
ゆうめい孛な孝 有名孛な孝 季嬓孥孬嬒孥孢孲孥嬬 学孡孭孥孵學
しんせつ孛な孝 親切孛な孝 孧孥孮孴孩孬嬬 孡孩孭孡孢孬孥
げんき孛な孝 元気孛な孝 孥孮 孢孯孮孮孥 孳孡孮孴嬓孥嬬 孥孮 学孯孲孭孥
ひま孛な孝 暇孛な孝 孬孩孢孲孥 嬨孡孶孯孩孲 孤孵 孴孥孭孰孳嬩
べんり孛な孝 便利孛な孝 季孯孭孭孯孤孥嬬 孰孲孡孴孩孱孵孥
すてき孛な孝 学孯孲孭孩孤孡孢孬孥嬬 孳孵孰孥孲孢孥嬬 孭孥孲孶孥孩孬孬孥孵學
おおきい 大きい 孧孲孡孮孤
ちいさい 小さい 孰孥孴孩孴
あたらしい 新しい 孮孯孵孶孥孡孵
ふるい 古い 孶孩孥孵學 嬨孮孯孮 孰孯孵孲 孬嬧孞孡孧孥 孤孥孳 孧孥孮孳嬩
いい 嬨よい 孢孯孮
わるい 悪い 孭孡孵孶孡孩孳
あつい 暑い嬬 熱い 季孨孡孵孤
さむい 寒い 学孲孯孩孤 嬨孬孥 孴孥孭孰孳嬩
つめたい 冷たい 学孲孯孩孤 嬨孳孥孮孳孡孴孩孯孮 嬓孥孰孲孯孵孶嬓孥孥 孡孵

季孯孮孴孡季孴 孡孶孥季 孵孮 孯孢孪孥孴嬩
むずかしい 難しい 孤孩嬎季孩孬孥
やさしい 易しい 学孡季孩孬孥嬬 孳孩孭孰孬孥
たかい 高い 季孨孥孲嬬 季孯孞孵孴孥孵學嬬 孨孡孵孴嬬 嬓孥孬孥孶嬓孥
やすい 安い 孢孯孮 孭孡孲季孨嬓孥嬬 孰孡孳 季孨孥孲
ひくい 低い 孢孡孳
おもしろい 孩孮孴嬓孥孲孥孳孳孡孮孴
おいしい 孢孯孮嬬 孤嬓孥孬孩季孩孥孵學
いそがしい 忙しい 孯季季孵孰嬓孥嬬 孰孲孩孳
たのしい 楽しい 孲嬓孥孪孯孵孩孳孳孡孮孴嬬 孡孧孲嬓孥孡孢孬孥嬬 孪孯孹孥孵學
しろい 白い 孢孬孡孮季
くろい 黒い 孮孯孩孲
あかい 赤い 孲孯孵孧孥
あおい 青い 孢孬孥孵
さくら 桜 季孥孲孩孳孩孥孲嬬 嬍孥孵孲孳 孤孥 季孥孲孩孳孩孥孲
やま 山 孭孯孮孴孡孧孮孥
まち 町 孶孩孬孬孥嬬 孢孯孵孲孧

嬱嬷
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孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
たべもの 食べ物 孮孯孵孲孲孩孴孵孲孥嬬 孡孬孩孭孥孮孴
くるま 車 孶孯孩孴孵孲孥嬬 孶嬓孥孨孩季孵孬孥
ところ 所 孥孮孤孲孯孩孴嬬 孬孩孥孵嬬 孰孬孡季孥
りょう 寮 孤孯孲孴孯孩孲嬬 孰孥孮孳孩孯孮嬬 孩孮孴孥孲孮孡孴
べんきょう 勉強 嬓孥孴孵孤孥嬬 孬孥嬘季孯孮
せいかつ 生活 孶孩孥
孛お孝しごと 孛お孝仕事 孴孲孡孶孡孩孬 嬨∼ を します 嬺 孴孲孡孶孡孩孬孬孥孲嬩
どう 季孯孭孭孥孮孴
でんな ∼ 孱孵孥孬嬬 孱孵孥孬孬孥 孳孯孲孴孥 孤孥 ∼
どれ 孬孥孱孵孥孬 嬨孰孡孲孭孩 孴孲孯孩孳 孯孵 孰孬孵孳嬩
どても 孴孲嬒孥孳
あまり 嬨孰孡孳嬩 孳孩 ∼ 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孡孶孥季 孮嬓孥孧孡孴孩孯孮嬩
そして 孥孴 嬨季孯孯孲孤孩孮孡孴孩孯孮 孤孥 孰孲孯孰孯孳孩孴孩孯孮孳嬩
∼が、 ∼ ∼嬬 孭孡孩孳 ∼
おげんきですか お元気ですか 孃孯孭孭孥孮孴 孡孬孬孥孺嬭孶孯孵孳 嬿
そうですね 孈孥孵嬮嬯孅孵孨嬬 孶孯孹孯孮孳嬮嬮嬮嬯孅孨 孢孩孥孮嬮

嬨孰孯孵孲 孲嬓孥嬍嬓孥季孨孩孲 孡孶孡孮孴 孤孥
孲嬓孥孰孯孮孤孲孥嬩

にほんの せいかつに なれ
ましたか

日本の生活に
慣れましたか

孞孅孴孥孳嬭孶孯孵孳 孤嬓孥孪嬒孡 孨孡孢孩孴孵嬓孥 嬒孡 孬孡 孶孩孥
孡孵 孊孡孰孯孮 嬿

孛∼、孝 もう いっぱい いか
がですか

孛∼、孝 もう 一杯
いかがですか

孎孥 孶孯孵孬孥孺嬭孶孯孵孳 孰孡孳 孥孮季孯孲孥 孵孮孥
孡孵孴孲孥 孴孡孳孳孥 孤孥 孛∼孝 嬿嬯 孖孯孵孬孥孺嬭孶孯孵孳
孰孲孥孮孤孲孥 孵孮孥 孡孵孴孲孥 孴孡孳孳孥 孤孥 孛∼孝 嬿

いいえ、 けっこうです 孎孯孮嬬 孭孥孲季孩嬮
もう ∼です孛ね孝 孉孬 孥孳孴 孤嬓孥孪嬒孡 ∼ 孛孮嬧孥孳孴嬭季孥 孰孡孳孝嬮
そろそろ しつれいします そろそろ 失礼

します
孉孬 孥孳孴 孰孲孥孳孱孵孥 孴孥孭孰孳 孤孥 孰孡孲孴孩孲嬮

また いらっしゃって くだ
さい

孒孥孶孥孮孥孺 孮孯孵孳 孶孯孩孲嬬 孳嬧孩孬 孶孯孵孳 孰孬孡孞嬐孴嬮

ふじさん 富士山 孍孯孮孴 孆孵孪孩嬬 孬孡 孰孬孵孳 孨孡孵孴孥
孭孯孮孴孡孧孮孥 孤孵 孊孡孰孯孮

びわこ 琵琶湖 孌孡季 孂孩孷孡嬬 孬孥 孰孬孵孳 孧孲孡孮孤 孬孡季 孤孵
孊孡孰孯孮

シャンハイ 上海 孓孨孡孮孧孨孡孿嬐
「しちにんのさむらい」 「七人の侍」 嬢孌孥孳 孳孥孰孴 孓孡孭孵孲孡孿嬐嬢嬬 孵孮 孤孥孳 嬌孬孭孳

季孬孡孳孳孩孱孵孥 孤嬧孁孫孩孲孡 孋孵孲孯孳孡孷孡
きんかくじ 金閣寺 孔孥孭孰孬孥 孋孩孮孫孡孫孵孪孩 嬨孔孥孭孰孬孥 孤嬧孯孲嬩

嬱嬸
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Leçon 9

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
わかります 季孯孭孰孲孥孮孤孲孥
あります 孡孶孯孩孲
すき孛な孝 好き孛な孝 嬨孱孵孥孬孱孵嬧孵孮 孯孵 孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥嬩

孱孵嬧孯孮 孡孩孭孥
きらい孛な孝 嫌い孛な孝 嬨孱孵孥孬孱孵嬧孵孮 孯孵 孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥嬩

孱孵嬧孯孮 孮嬧孡孩孭孥 孰孡孳
じょうず孛な孝 上手孛な孝 孨孡孢孩孬孥嬬 孡孤孲孯孩孴嬬 孢孯孮
へた孛な孝 下手孛な孝 孭孡孬孡孤孲孯孩孴嬬 孭孡孵孶孡孩孳
りょうり 料理 孰孬孡孴嬬 季孵孩孳孩孮孥
のみもの 飲み物 孢孯孩孳孳孯孮
スポ一ツ 孳孰孯孲孴 嬨∼ を します 嬺 学孡孩孲孥 孤孵

孳孰孯孲孴嬩
やきゅう 野球 孢孡孳孥嬭孢孡孬孬 嬨∼ を します 嬺 孪孯孵孥孲 孡孵

孢孡孳孥嬭孢孡孬孬嬩
ダンス 孤孡孮孳孥 嬨∼ を します 嬺 孤孡孮孳孥孲嬩
おんがく 音楽 孭孵孳孩孱孵孥
うた 歌 季孨孡孮孳孯孮嬬 季孨孡孮孴
クラシック 孭孵孳孩孱孵孥 季孬孡孳孳孩孱孵孥
ジャズ 孪孡孺孺
コンサ一ト 季孯孮季孥孲孴
カラオケ 孫孡孲孡孯孫孥
かぶき 歌舞伎 孋孡孢孵孫孩 嬨孡孲孴 孴孨嬓孥孞孡孴孲孡孬 孴孲孡孤孩孴孩孯孮孮孥孬

孪孡孰孯孮孡孩孳 孱孵孩 季孯孭孰孲孥孮孤 孤孥孳
孤孡孮孳孥孳 孥孴 孤孥孳 孲嬓孥季孩孴孡孴孩学孳嬩

え 絵 孴孡孢孬孥孡孵嬬 孰孥孩孮孴孵孲孥
じ 字 孬孥孴孴孲孥嬬 季孡孲孡季孴嬒孥孲孥
かんじ 漢字 季孡孲孡季孴嬒孥孲孥孳 季孨孩孮孯孩孳
ひらがな 嬓孥季孲孩孴孵孲孥 孈孩孲孡孧孡孮孡
かたかな 嬓孥季孲孩孴孵孲孥 孋孡孴孡孫孡孮孡
ロ一マじ ロ一マ字 孒孯孭孡孪孩嬬 孡孬孰孨孡孢孥孴 孲孯孭孡孩孮
こまかい おかね 細かいお金 孰孥孴孩孴孥 孭孯孮孮孡孩孥嬬 孭孥孮孵孥 孭孯孮孮孡孩孥
チケット 孢孩孬孬孥孴
じかん 時間 孴孥孭孰孳嬬 孨孥孵孲孥
ようじ 用事 孯季季孵孰孡孴孩孯孮嬬 孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥 嬒孡 学孡孩孲孥
やくそく 約束 孲孥孮孤孥孺嬭孶孯孵孳嬬 孰孲孯孭孥孳孳孥嬬

孥孮孧孡孧孥孭孥孮孴
ごしゅじん ご主人 孭孡孲孩 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩

嬱嬹



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
おっと／しゅじん 夫／主人 嬨孭孯孮嬩 孭孡孲孩
おくさん 奥さん 学孥孭孭孥 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩
つま／かない 妻／家内 嬨孭孡嬩 学孥孭孭孥
こども 子ども 孥孮学孡孮孴
よく 孢孩孥孮嬬 孢孥孡孵季孯孵孰
だいたい 孥孮 孧孲孯孳嬬 嬒孡 孰孥孵 孰孲嬒孥孳嬬 孰孯孵孲 孬孡

孰孬孵孰孡孲孴
たくさん 孢孥孡孵季孯孵孰嬬 孢孥孡孵季孯孵孰 孤孥
すこし 少し 孵孮 孰孥孵嬬 孵孮 孰孥孵 孤孥
ぜんぜん 全然 孰孡孳 孤孵 孴孯孵孴 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孡孶孥季 孵孮孥

孮嬓孥孧孡孴孩孯孮嬩
はやく 早く嬬 速く 孴孞孯孴嬬 孶孩孴孥嬬 孰孲孯孭孰孴孥孭孥孮孴
∼ から 孰孡孲季孥 孱孵孥 ∼
どうして 孰孯孵孲孱孵孯孩
ざんねんです孛ね孝 残念です孛ね孝 孃嬧孥孳孴 孤孯孭孭孡孧孥嬮嬯孊孥 孲孥孧孲孥孴孴孥嬮嬯孊孥

孳孵孩孳 孤嬓孥孳孯孬嬓孥嬮
すみません 孅學季孵孳孥孺嬭孭孯孩嬮嬯子孡孲孤孯孮嬬 孪孥 孶孯孵孳

孰孲孩孥 孤孥 孭嬧孥學季孵孳孥孲嬮
もしもし 孡孬孬孯 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孰孯孵孲 孰孡孲孬孥孲 孡孵

孴嬓孥孬嬓孥孰孨孯孮孥嬩
ああ 孡孨
いっしょに いかがですか 孓孩 孮孯孵孳 孡孬孬孩孯孮孳 嬒孡 ∼ 孥孮孳孥孭孢孬孥 嬿嬯

孖孯孵孳 孮孥 孶孯孵孬孥孺 孰孡孳 孶孯孵孳 孪孯孩孮孤孲孥
嬒孡 孮孯孵孳 嬿

孛∼は孝 ちょっと嬮嬮嬮 孛∼孝 孥孳孴 孵孮 孰孥孵 孤孩嬎季孩孬孥嬮
嬨孥孵孰孨嬓孥孭孩孳孭孥 孵孴孩孬孩孳嬓孥 孰孯孵孲
孤嬓孥季孬孩孮孥孲 孵孮孥 孩孮孶孩孴孡孴孩孯孮嬩

ためですか 孖孯孵孳 孮孥 孰孯孵孶孥孺 孰孡孳 嬨孶孥孮孩孲嬩 嬿
また こんど おねがいしま
す

また 今度 お願
いします

孉孮孶孩孴孥孺嬭孭孯孩 嬒孡 孬孡 孰孲孯季孨孡孩孮孥
孯季季孡孳孩孯孮嬬 孳嬧孩孬 孶孯孵孳 孰孬孡孞嬐孴嬮 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥孥
孱孵孡孮孤 孯孮 孲孥学孵孳孥 孵孮孥 孩孮孶孩孴孡孴孩孯孮
孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮 孩孮孤孩孲孥季孴孥孭孥孮孴嬩

おざわ せいじ 小沢 征爾 季孨孥学 孤嬧孯孲季孨孥孳孴孲孥 孪孡孰孯孮孡孩孳 季嬓孥孬嬒孥孢孲孥
嬨嬱嬹嬳嬵孻嬩

嬲嬰



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 10

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
います 孞孥孴孲孥嬬 孩孬 孹 孡 ∼ 嬨季孨孯孳孥孳 孡孮孩孭嬓孥孥孳嬩
あります 孞孥孴孲孥嬬 孩孬 孹 孡 ∼ 嬨季孨孯孳孥孳 孩孮孡孮孩孭嬓孥孥孳嬩
いろいろ孛な孝 孤孩孶孥孲孳嬬 孴孯孵孴孥孳 孳孯孲孴孥孳 孤孥嬬 孶孡孲孩嬓孥
おとこのひと 男の人 孨孯孭孭孥
おんなのひと 女の人 学孥孭孭孥
おとこのこ 男の子 孧孡孲嬘季孯孮
おんなのこ 女の子 嬌孬孬孥
いぬ 犬 季孨孩孥孮
ねこ 猫 季孨孡孴
き 木 孡孲孢孲孥嬬 孢孯孩孳
もの 物 季孨孯孳孥
フィルム 孰孥孬孬孩季孵孬孥
でんち 電池 孰孩孬孥嬬 孢孡孴孴孥孲孩孥
はこ 箱 孢孯孞嬐孴孥
スイッチ 季孯孭孭孵孴孡孴孥孵孲嬬 孩孮孴孥孲孲孵孰孴孥孵孲嬬

孢孯孵孴孯孮
れいぞうこ 冷蔵庫 孲嬓孥学孲孩孧嬓孥孲孡孴孥孵孲
テ一ブル 孴孡孢孬孥
ベッド 孬孩孴
たな 棚 嬓孥孴孡孧嬒孥孲孥嬬 孲孡孹孯孮
ドア 孰孯孲孴孥
まど 窓 学孥孮孞孥孴孲孥
ポスト 孢孯孞嬐孴孥 嬒孡 孬孥孴孴孲孥孳
ビル 孩孭孭孥孵孢孬孥嬬 孢孵孩孬孤孩孮孧
こうえ 公園 孰孡孲季嬬 孪孡孲孤孩孮 孰孵孢孬孩季
きっさてん 喫茶店 季孡学嬓孥嬬 孳孡孬孯孮 孤孥 孴孨嬓孥
ほにゃ 本屋 孬孩孢孲孡孩孲孩孥
∼ や ∼ 屋 孭孡孧孡孳孩孮 孤孥 ∼
のりば 乗り場 孥孮孤孲孯孩孴 孯嬒孵 孰孲孥孮孤孲孥 孬孥 孴孲孡孩孮嬬 孬孥

孢孵孳 孥孴 孬孥 孴孡學孩 孥孴季嬮
けん 県 孰孲嬓孥学孥季孴孵孲孥
うえ 上 孰孡孲孴孩孥 孳孵孰嬓孥孲孩孥孵孲孥嬬 孳孵孲嬬 孤孥孳孳孵孳嬬 孥孮

孨孡孵孴
した 下 孰孡孲孴孩孥 孩孮学嬓孥孲孩孥孵孲孥嬬 孢孡孳嬬 孳孯孵孳嬬

孤孥孳孳孯孵孳
まえ 前 孰孡孲孴孩孥 孡孮孴嬓孥孲孩孥孵孲孥嬬 孤孥孶孡孮孴嬬 孡孶孡孮孴
うしろ 孤孯孳嬬 孤孥孲孲孩嬒孥孲孥嬬 孡孲孲孩嬒孥孲孥

嬲嬱



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
みぎ 右 孤孲孯孩孴孥
ひだり 左 孧孡孵季孨孥
なか 中 孩孮孴嬓孥孲孩孥孵孲嬬 孤孥孤孡孮孳嬬 孤孡孮孳
そと 外 孥學孴嬓孥孲孩孥孵孲嬬 孤孥孨孯孲孳
となり 隣 孶孯孩孳孩孮嬬 嬒孡 季孞孯孴嬓孥
ちかく 近く 孰孲嬒孥孳嬬 嬒孡 孰孲孯學孩孭孩孴嬓孥
あいだ 間 孥孮孴孲孥嬬 孰孡孲孭孩
∼や ∼ 孛など孝 ∼ 孥孴 ∼ 孥孴季嬮嬯 ∼ 孥孴 ∼ 孡孩孮孳孩 孤孥

孳孵孩孴孥
いちばん ∼ 孬孥 孰孬孵孳 ∼ 嬨いちばん うえ 嬺 孬孥

孰孬孵孳 孨孡孵孴嬩
一だんめ 一段目 孬孡 嬭嬒孥孲孥 嬓孥孴孡孧嬒孥孲孥 嬨だん 孡孵學孩孬孩孡孩孲孥

孮孵孭嬓孥孲孡孬 孰孯孵孲 季孯孭孰孴孥孲 孬嬧嬓孥孴孡孧嬒孥孲孥嬩
孛どうも孝 すみません 孍孥孲季孩 孢孥孡孵季孯孵孰
チリソ一ス 孳孡孵季孥 季孨孩孬孩
おく 奥 学孯孮孤嬬 孩孮孴嬓孥孲孩孥孵孲
スパイス こ一ナ一 孲孡孹孯孮 嬓孥孰孩季孥孳
とうきょう デイズニ一ラ
ンド

東京 孔孯孫孹孯 孄孩孳孮孥孹孬孡孮孤

ユニュ一ヤ ストア 孳孵孰孥孲孭孡孲季孨嬓孥 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥

嬲嬲



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 11

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
います

孛こどもが ∼孝 孛子どもが ∼孝
孡孶孯孩孲 孛孵孮 孥孮学孡孮孴孝

います
孛にほんに ∼孝 孛日本に ∼孝

孞孥孴孲孥嬬 孲孥孳孴孥孲 孛孡孵 孊孡孰孯孮孝

かかります 孩孬 学孡孵孴 ∼ 嬨孴孥孭孰孳 孯孵 孡孲孧孥孮孴嬩
やすみます

孛かいしゃ を ∼孝
休みます

孛会社 を ∼孝
孳嬧孡孢孳孥孮孴孥孲 孤孥 孛孳孯孮 孢孵孲孥孡孵孝

ひとつ １つ 孵孮嬨孥嬩 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孰孯孵孲 季孯孭孰孴孥孲 孬孥孳
孯孢孪孥孴孳嬩

ふたつ ２つ 孤孥孵學
みっつ ３つ 孴孲孯孩孳
よっつ ４つ 孱孵孡孴孲孥
いつつ ５つ 季孩孮孱
むっつ ６つ 孳孩學
ななつ ７つ 孳孥孰孴
やっつ ８つ 孨孵孩孴
ここのつ ９つ 孮孥孵学
とお １０ 孤孩學
いくつ 季孯孭孢孩孥孮
ひとり １人 孵孮孥 孰孥孲孳孯孮孮孥
ふたり ２人 孤孥孵學 孰孥孲孳孯孮孮孥孳
一にん 一人 嬭孰孥孲孳孯孮孮孥孳
一だい 一台 嬨孡孵學孩孬孩孡孩孲孥 孮孵孭嬓孥孲孡孬 孳孥孲孶孡孮孴 嬒孡

季孯孭孰孴孥孲 孬孥孳 孭孡季孨孩孮孥孳嬬 孡孰孰孡孲孥孩孬孳嬬
孶孯孩孴孵孲孥孳嬬 孥孴季嬮嬩

一まい 一枚 嬨孡孵學孩孬孩孡孩孲孥 孮孵孭嬓孥孲孡孬 孰孯孵孲 孬孥孳
季孨孯孳孥孳 孭孩孮季孥孳 孥孴 孰孬孡孴孥孳 孴孥孬孬孥孳 孱孵孥
孰孡孰孩孥孲嬬 孴孩孭孢孲孥嬬 孥孴季嬮嬩

一かい 一回 嬭学孯孩孳
りんご 孰孯孭孭孥
みかん 孭孡孮孤孡孲孩孮孥
サンドイッチ 孳孡孮孤孷孩季孨
カレ一孛ライス孝 孛孲孩孺 孡孵孝 季孵孲孲孹
アイスクリ一ム 孧孬孡季孥
きって 切手 孴孩孭孢孲孥
はがき 季孡孲孴孥 孰孯孳孴孡孬孥
ふうとう 封筒 孥孮孶孥孬孯孰孰孥

嬲嬳



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
そくたつ 速達 孥學孰孲嬒孥孳
かきとめ 書留 孲孥季孯孭孭孡孮孤嬓孥
エイメ一ル

嬨こうくうびん嬩 嬨航空便嬩
孰孯孳孴孥 孡嬓孥孲孩孥孮孮孥嬬 孰孡孲 孡孶孩孯孮

ふなびん 船便 孰孡孲 孢孡孴孥孡孵
りょうしん 両親 孰孡孲孥孮孴孳
きょうだい 兄弟 学孲嬒孥孲孥孳 孥孴 孳嬛孵孲孳
あに 兄 嬨孭孯孮嬩 学孲嬒孥孲孥 孡孞嬐孮嬓孥
おにいさん お兄さん 学孲嬒孥孲孥 孡孞嬐孮嬓孥 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩
あね 姉 嬨孭孡嬩 孳嬛孵孲 孡孞嬐孮嬓孥孥
おねえさん お姉さん 孳嬛孵孲 孡孞嬐孮嬓孥孥 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩
おとうと 弟 嬨孭孯孮嬩 学孲嬒孥孲孥 季孡孤孥孴
おとうとさん 弟さん 学孲嬒孥孲孥 季孡孤孥孴 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩
いもうと 妹 嬨孭孡嬩 孳嬛孵孲 季孡孤孥孴孴孥
いもうとさん 妹さん 孳嬛孵孲 季孡孤孥孴孴孥 嬨孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩
がいこく 外国 孰孡孹孳 嬓孥孴孲孡孮孧孥孲
一じかん 一時間 嬭孨孥孵孲孥嬨孳嬩 嬨孥孮 孴孡孮孴 孱孵孥 孤孵孲嬓孥孥嬩
一しゅうかん 一週間 嬭孳孥孭孡孩孮孥嬨孳嬩 嬨孥孮 孴孡孮孴 孱孵孥 孤孵孲嬓孥孥嬩
一かげつ 一か月 嬭孭孯孩孳 嬨孥孮 孴孡孮孴 孱孵孥 孤孵孲嬓孥孥嬩
一ねん 一年 嬭孡孮孮嬓孥孥 嬨孥孮 孴孡孮孴 孱孵孥 孤孵孲嬓孥孥嬩
∼ ぐらい 孥孮孶孩孲孯孮嬬 嬒孡 孰孥孵 孰孲嬒孥孳 ∼
どのくらい 季孯孭孢孩孥孮 孤孥 嬨孴孥孭孰孳嬩
ぜんぶで 全部で 孥孮 孴孯孵孴
みんな 孴孯孵孴嬬 孴孯孵孴孥孳 孬孥孳 季孨孯孳孥孳
∼ だけ 孳孥孵孬孥孭孥孮孴 ∼嬬 孰孡孳 孰孬孵孳
いらっしゃいませ 孅孮孴孲孥孺嬬 孢孩孥孮孶孥孮孵孥嬮 嬨孳孡孬孵孴孡孴孩孯孮

孤孩孴孥 孡孵學 季孬孩孥孮孴孳 孱孵孩 孥孮孴孲孥孮孴 孤孡孮孳
孵孮 孭孡孧孡孳孩孮嬬 孥孴季嬮嬩

いい 孛お孝てんきですね いい 孛お孝天気で
すね

孂孥孡孵 孴孥孭孰孳嬬 孮嬧孥孳孴嬭季孥 孰孡孳 嬿

おでかけですか お出かけですか 孖孯孵孳 孡孬孬孥孺 孳孯孲孴孩孲 嬿嬯孖孯孵孳 孳孯孲孴孥孺 嬿
ちょっと ∼ まで 孊孥 孶孡孩孳 孪孵孳孴孥 嬒孡 ∼嬮
いって いらっしゃい 行って いらっ

しゃい
孂孯孮孮孥 孪孯孵孲孮嬓孥孥嬬 嬒孡 孴孯孵孴 嬒孡 孬嬧孨孥孵孲孥嬮
嬨孬孩孴嬮 孁孬孬孥孺 孥孴 孲孥孶孥孮孥孺嬮嬩

いって まいります 行って まいり
ます

嬒孁 孴孯孵孴 嬒孡 孬嬧孨孥孵孲孥嬮 嬨孬孩孴嬮 孊孥 孶孡孩孳 孥孴
孲孥孶孩孥孮孳嬮嬩

それから 孥孴 孰孵孩孳嬬 孥孮孳孵孩孴孥嬬 孡孰孲嬒孥孳 季孥孬孡
オ一ストラリア 孁孵孳孴孲孡孬孩孥

嬲嬴



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 12

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
かんたん 孛な孝 簡単 孛な孝 学孡季孩孬孥嬬 孳孩孭孰孬孥
ちかい 近い 孰孲孯季孨孥嬬 孶孯孩孳孩孮嬬 孰孲嬒孥孳
とおい 遠い 孬孯孩孮嬬 孬孯孩孮孴孡孩孮嬬 嬓孥孬孯孩孧孮嬓孥
はやい 速い嬬早い 孲孡孰孩孤孥嬬 孶孩孴孥嬬 孰孲孯孭孰孴嬬 孴孞孯孴
おそい 遅い 孬孥孮孴嬬 孴孡孲孤孩学嬬 孴孡孲孤
おおい

孛ひとが ∼孝
多い

孛人が∼孝
孮孯孭孢孲孥孵學嬬 孢孥孡孵季孯孵孰 孤孥 孛孭孯孮孤孥孝

すくない
孛ひとが ∼孝

少ない
孛人が∼孝

孰孥孵 孮孯孭孢孲孥孵學嬬 孰孥孵 孤孥 孛孭孯孮孤孥孝

あたたかい 暖かい嬬 温かい 季孨孡孵孤嬬 孴孩嬒孥孤孥
すずしい 涼しい 学孲孡孩孳
あまい 甘い 孳孵季孲嬓孥嬬 孤孯孵學
からい 辛い 学孯孲孴嬬 孰孩孱孵孡孮孴嬬 孳孡孬嬓孥嬬 嬓孥孰孩季嬓孥
おもい 重い 孬孯孵孲孤
かるい 軽い 孬嬓孥孧孥孲
いい

孛コ一ヒ一が ∼孝
孰孲嬓孥学嬓孥孲孥孲 孛孬孥 季孡学嬓孥孝

きせつ 季節 孳孡孩孳孯孮
はる 春 孰孲孩孮孴孥孭孰孳
なつ 夏 嬓孥孴嬓孥
あき 秋 孡孵孴孯孭孮孥
ふゆ 冬 孨孩孶孥孲
てんき 天気 孴孥孭孰孳 嬨孬孥 孴孥孭孰孳 孱孵嬧孩孬 学孡孩孴嬩
あめ 雨 孰孬孵孩孥
ゆき 雪 孮孥孩孧孥
くもり 曇り 孮孵孡孧孥孵學
ホテル 孨孞孯孴孥孬
くうこう 空港 孡嬓孥孲孯孰孯孲孴
うみ 海 孭孥孲嬬 孯季嬓孥孡孮
せかい 世界 孭孯孮孤孥
パ一テイ一 孲嬓孥季孥孰孴孩孯孮嬬 孳孯孩孲嬓孥孥
孛お孝まつり 孛お孝祭り 学孞孥孴孥
しけん 試験 孥學孡孭孥孮
すきやき すき焼き 孳孵孫孩孹孡孫孩 嬨孵孮 孰孬孡孴 孤孥 孶孩孡孮孤孥 孥孴 孤孥

孬嬓孥孧孵孭孥孳 季孵孩孴孳 孤孡孮孳 孬孡 孳孡孵季孥 孤孥
孳孯孪孡嬩

さしみ 刺身 孳孡孳孨孩孭孩 嬨孬孡孭孥孬孬孥孳 孤孥 孰孯孩孳孳孯孮 季孲孵嬩

嬲嬵



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
孛お孝すし 孳孵孳孨孩 嬨孢孯孵孬孥孴孴孥孳 孤孥 孲孩孺 孶孩孮孡孩孧孲嬓孥

孲孥季孯孵孶孥孲孴孥孳 孤孥 嬌孮孥孳 孴孲孡孮季孨孥孳 孤孥
孰孯孩孳孳孯孮 季孲孵嬩

てんぷら 孴孥孭孰孵孲孡 嬨孢孥孩孧孮孥孴孳 孤孥 孰孯孩孳孳孯孮孳
孯孵 孤孥 孬嬓孥孧孵孭孥孳嬩

いけばな 生け花 孡孲孲孡孮孧孥孭孥孮孴 嬍孯孲孡孬 嬨∼ を しま
す 嬺 学孡孩孲孥 孬嬧孡孲孲孡孮孧孥孭孥孮孴 嬍孯孲孡孬嬩

もみじ 紅葉 嬓孥孲孡孢孬孥嬬 学孥孵孩孬孬孥孳 孲孯孵孧孥孳 孤嬧孡孵孴孯孭孮孥
どちら 孬孥孱孵孥孬 嬨孤孥孳 孤孥孵學嬩
どちらも 嬨孴孯孵孳嬩 孬孥孳 孤孥孵學嬬 孬嬧孵孮 孥孴 孬嬧孡孵孴孲孥
ずっと 孴孲嬒孥孳嬬 孢孩孥孮 孰孬孵孳嬬 孢孥孡孵季孯孵孰 孰孬孵孳
はじめて 初めて 孰孯孵孲 孬孡 孰孲孥孭孩嬒孥孲孥 学孯孩孳
ただいま 孂孯孮孪孯孵孲嬮 嬨孬孩孴嬮 孃嬧孥孳孴 孭孯孩嬮 孊孥 孳孵孩孳

孤孥 孲孥孴孯孵孲嬮嬩 嬨孥學孰孲孥孳孳孩孯孮
孰孲孯孮孯孮季嬓孥孥 孥孮 孲孥孮孴孲孡孮孴 季孨孥孺 孳孯孩嬩

おかえりなさい お帰りなさい 孂孯孮孪孯孵孲嬮 嬨孬孩孴嬮 孖孯孵孳 孶孯孩孬嬒孡 孤孥
孲孥孴孯孵孲嬮嬩 嬨孥學孰孲孥孳孳孩孯孮 孵孴孩孬孩孳嬓孥孥
孶孩孳嬭嬒孡嬭孶孩孳 孤嬧孵孮孥 孰孥孲孳孯孮孮孥 孱孵孩
孲孥孮孴孲孥嬩

すごいですね 孃嬧孥孳孴 学孯孲孭孩孤孡孢孬孥嬮嬯孃嬧孥孳孴
孳孥孮孳孡孴孩孯孮孮孥孬嬮嬯孃嬧孥孳孴 嬓孥孰孡孴孡孮孴嬮

でも 孭孡孩孳
つかれました 疲れました 嬨孊孥 孳孵孩孳嬩 学孡孴孩孧孵嬓孥嬮
ぎおんまつり 祇園祭 孬孡 学孞孥孴孥 嬒孡 孇孩孯孮嬬 学孞孥孴孥 孬孡 孰孬孵孳

季嬓孥孬嬒孥孢孲孥 孤孥 孋孹孯孴孯
ホンコン 香港 孈孯孮孧 孋孯孮孧
シンガポ一ル 孓孩孮孧孡孰孯孵孲
まいにちや 毎日屋 孳孵孰孥孲孭孡孲季孨嬓孥 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥
孁孂孃ストア 孳孵孰孥孲孭孡孲季孨嬓孥 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥
ジャパン 孳孵孰孥孲孭孡孲季孨嬓孥 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥

嬲嬶



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 13

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
あそびます 遊びます 孳嬧孡孭孵孳孥孲嬬 孳孥 孤孩孳孴孲孡孩孲孥嬬 孪孯孵孥孲
およぎます 泳ぎます 孮孡孧孥孲
むかえます 迎えます 孡孬孬孥孲 季孨孥孲季孨孥孲 嬨孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩嬬

孡季季孵孥孩孬孬孩孲
つかれます 疲れます 孳孥 学孡孴孩孧孵孥孲嬬 孞孥孴孲孥 学孡孴孩孧孵嬓孥
だします

孛てがみ を ∼孝
出します

孛手紙 を ∼孝
孥孮孶孯孹孥孲 孛孵孮孥 孬孥孴孴孲孥孝

はいります
孛きっさてんに ∼孝

入ります
孛喫茶店に ∼孝

孥孮孴孲孥孲 孛孤孡孮孳 孵孮 季孡学嬓孥孝

でます
孛きっさてん を ∼孝

出ます
孛喫茶店 を ∼孝

孳孯孲孴孩孲 孛孤嬧孵孮 季孡学嬓孥孝

けっこんします 結婚します 孳孥 孭孡孲孩孥孲
かいものします 買い物します 学孡孩孲孥 孤孥孳 季孯孵孲孳孥孳
しょくじします 食事します 孭孡孮孧孥孲嬬 孰孲孥孮孤孲孥 孳孯孮 孲孥孰孡孳嬬 孤孞嬐孮孥孲
さんぽします

孛こうえん を ∼孝
散歩します

孛公園 を ∼孝
孳孥 孰孲孯孭孥孮孥孲 孛孤孡孮孳 孵孮 孰孡孲季孝

たいへん 孛な孝 大変 孛な孝 孤孵孲嬬 孰嬓孥孮孩孢孬孥嬬 孤孩嬎季孩孬孥嬬 孡嬋孲孥孵學
ほしい 欲しい 孶孯孵孬孯孩孲嬬 孡孶孯孩孲 孥孮孶孩孥 孤孥 嬨孱孵孥孬孱孵孥

季孨孯孳孥嬩
さびしい 寂しい 孴孲孩孳孴孥嬬 孳孯孬孩孴孡孩孲孥嬬 孤嬓孥孳孥孲孴
ひろい 広い 孶孡孳孴孥嬬 孳孰孡季孩孥孵學嬬 孬孡孲孧孥
せまい 狭い 嬓孥孴孲孯孩孴嬬 孲嬓孥孴孲嬓孥季孩嬬 孰孥孴孩孴 嬨孰孯孵孲 孵孮孥

孰孩嬒孥季孥嬬 孵孮孥 孲孵孥嬬 孥孴季嬮嬩
しやくしょ 市役所 孭孡孩孲孩孥嬬 孨孞孯孴孥孬 孤孥 孶孩孬孬孥
プ一ル 孰孩孳季孩孮孥
かわ 川 孲孩孶孩嬒孥孲孥嬬 嬍孥孵孶孥
けいざい 経済 嬓孥季孯孮孯孭孩孥
びじゅつ 美術 孢孥孡孵學 孡孲孴孳
つり 釣り 孰孞孥季孨孥 嬨∼ を します 嬺 孰孞孥季孨孥孲 嬒孡 孬孡

孬孩孧孮孥嬩
スキ一 孳孫孩 嬨∼ を します 嬺 学孡孩孲孥 孤孵 孳孫孩嬩
かいぎ 会議 孲嬓孥孵孮孩孯孮嬬 季孯孮学嬓孥孲孥孮季孥 嬨∼ を しま

す 嬺 学孡孩孲孥 孵孮孥 孲嬓孥孵孮孩孯孮嬬 孴孥孮孩孲 孵孮孥
季孯孮学嬓孥孲孥孮季孥嬩

とうろく 登録 孥孮孲孥孧孩孳孴孲孥孭孥孮孴嬬 孩孮孳季孲孩孰孴孩孯孮 嬨∼ を
します 嬺 孥孮孲孥孧孩孳孴孲孥孲嬬 孩孮孳季孲孩孲孥嬩

しゅうまつ 週末 孷孥孥孫嬭孥孮孤

嬲嬷



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
∼ ごろ 孶孥孲孳 嬨孨孥孵孲孥嬩
なにか 何か 孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥
どこか 孱孵孥孬孱孵孥 孰孡孲孴
おなかが すきました 嬨孊嬧孡孩嬩 学孡孩孭
おなかが いっぱいです 嬨孊孥 孮嬧孡孩嬩 孰孬孵孳 学孡孩孭
のどが かわきました 嬨孊嬧孡孩嬩 孳孯孩学
そうですね 孊孥 孳孵孩孳 孤嬧孡季季孯孲孤 孡孶孥季 孶孯孵孳嬮
そう しましょう 孆孡孩孳孯孮孳 季孯孭孭孥 嬘季孡嬮 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥孥

孱孵孡孮孤 孯孮 孡孰孰孲孯孵孶孥 孬孡 孳孵孧孧孥孳孴孩孯孮
孤孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮嬩

ごちゅうもんは？ ご注文は？ 子孵孩孳嬭孪孥 孰孲孥孮孤孲孥 孶孯孴孲孥
季孯孭孭孡孮孤孥 嬿

ていしょく 定食 孭孥孮孵 嬒孡 孰孲孩學 嬌學孥
ぎゅうどん 牛どん 孢孯孬 孤孥 孲孩孺 季孨孡孵孤 孲孥季孯孵孶孥孲孴

孤嬧孯孩孧孮孯孮孳 孥孴 孤孥 孢嬛孵学 季孵孩孴孳
孛しょうしょう孝 おまち く
ださい

孛少々孝お待ちく
ださい

孊孥 孶孯孵孳 孰孲孩孥 孤嬧孡孴孴孥孮孤孲孥 孛孵孮
孰孥孵孝嬮嬯孁孴孴孥孮孤孥孺 孛孵孮 孩孮孳孴孡孮孴孝 孳嬧孩孬
孶孯孵孳 孰孬孡孞嬐孴

べつべつに 別々に 孳嬓孥孰孡孲嬓孥孭孥孮孴
ロシア 孒孵孳孳孩孥
つるや 孲孥孳孴孡孵孲孡孮孴 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥
おはようテレビ 孰孲孯孧孲孡孭孭孥 孤孥 孔孖 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥

嬲嬸



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 14

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
つけます 孡孬孬孵孭孥孲嬬 孭孥孴孴孲孥 嬨孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥嬩

孥孮 孭孡孲季孨孥
けします 消します 嬓孥孴孥孩孮孤孲孥嬬 学孥孲孭孥孲嬬 孡孲孲孞孥孴孥孲
あけます 開けます 孯孵孶孲孩孲
しめます 閉めます 学孥孲孭孥孲
いそぎます 急ぎます 孳孥 孰孲孥孳孳孥孲嬬 孳孥 孤嬓孥孰孞孥季孨孥孲
まちます 待ちます 孡孴孴孥孮孤孲孥
とめます 止めます 孡孲孲孞孥孴孥孲嬬 孳孴孡孴孩孯孮孮孥孲
まがります

孛みぎへ ∼孝
曲がります

孛右 へ ∼孝
孴孯孵孲孮孥孲 孛嬒孡 孤孲孯孩孴孥孝

もちます 持ちます 孰孯孲孴孥孲嬬 孴孥孮孩孲
とります 取ります 孰孲孥孮孤孲孥嬬 孰孡孳孳孥孲 嬨孬孥 孳孥孬 孥孴季嬮嬩
てつだいます 手伝います 孡孩孤孥孲 嬨孱孵孥孬孱孵嬧孵孮 孤孡孮孳 孳孯孮

孴孲孡孶孡孩孬嬩
よびます 呼びます 孡孰孰孥孬孥孲
はなします 話します 孰孡孲孬孥孲嬬 孤孩孳季孵孴孥孲
みせます 見せます 孭孯孮孴孲孥孲
おしえます

孛じゅうしょ を ∼孝
教えます

孛住所 を ∼孝
孤孯孮孮孥孲 孛孵孮孥 孡孤孲孥孳孳孥孝

はじめます 始めます 季孯孭孭孥孮季孥孲
ふります

孛あめが ∼孝
降ります

孛雨 が ∼孝
孰孬孥孵孶孯孩孲

コピ一します 孰孨孯孴孯季孯孰孩孥孲
エアコン 孡孩孲 季孯孮孤孩孴孩孯孮孮嬓孥嬬 季孬孩孭孡孴孩孳孡孴孩孯孮
パスポ一ト 孰孡孳孳孥孰孯孲孴
なまえ 名前 孮孯孭
じゅうしょ 住所 孡孤孲孥孳孳孥
ちず 地図 孰孬孡孮嬬 季孡孲孴孥
しお 塩 孳孥孬
さとう 砂糖 孳孵季孲孥
よみかた 読み方 学孡嬘季孯孮 孤孥 孬孩孲孥嬬 学孡嬘季孯孮 孤孥 孰孲孯孮孯孮季孥孲
∼ かた ∼ 方 学孡嬘季孯孮 孤孥 ∼嬬 孭孡孮孩嬒孥孲孥 孤孥 ∼
ゆっくり 孬孥孮孴孥孭孥孮孴嬬 孤孯孵季孥孭孥孮孴
すぐ 孴孯孵孴 孤孥 孳孵孩孴孥嬬 孩孭孭嬓孥孤孩孡孴孥孭孥孮孴
また 孥孮季孯孲孥嬬 孤孥 孮孯孵孶孥孡孵
あとで 孰孬孵孳 孴孡孲孤嬬 孡孰孲嬒孥孳
もう すこし もう 少し 孵孮 孰孥孵 孰孬孵孳

嬲嬹



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
もう ∼ 孥孮季孯孲孥 ∼嬬 孤孥 孰孬孵孳 ∼嬬 孵孮嬨孥嬩 孡孵孴孲孥
いいですよ 孃孥孲孴孡孩孮孥孭孥孮孴嬮嬯孂孩孥孮 孳孞孵孲嬮
さあ 孁孬孬孯孮孳嬮嬯孁孬孬孥孺嬮 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孱孵孡孮孤 孯孮

孩孮孶孩孴孥 孯孵 孥孮季孯孵孲孡孧孥 孱孵孥孬孱孵嬧孵孮 嬒孡
学孡孩孲孥 孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥嬩

あれ？ 孏孨 嬡嬯孔孩孥孮孳嬮 嬨孳孵孲孰孲孩孳孥 孯孵
嬓孥孴孯孮孮孥孭孥孮孴嬩

しんごう を みぎ へ ま
がって ください

信号を 右へ 曲
がって くださ
い

孔孯孵孲孮孥孺 嬒孡 孤孲孯孩孴孥 孡孵 学孥孵嬮

まっすぐ 孴孯孵孴 孤孲孯孩孴
これで おねがいします これで お願い

します
孊孥 孶孯孵孤孲孡孩孳 孰孡孹孥孲 孡孶孥季 季孥孬孡嬮

おつり お釣り 孭孯孮孮孡孩孥
うめだ 梅田 孮孯孭 孤嬧孵孮 孱孵孡孲孴孩孥孲 嬒孡 孏孳孡孫孡

嬳嬰



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 15

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
たちます 立ちます 孳孥 孭孥孴孴孲孥 孤孥孢孯孵孴嬬 孳孥 孬孥孶孥孲
すわります 座ります 孳嬧孡孳孳孥孯孩孲
つかいます 使います 孳孥 孳孥孲孶孩孲 孤孥 嬬 孵孴孩孬孩孳孥孲
おきます 置きます 孰孯孳孥孲嬬 孭孥孴孴孲孥
つくります 作ります、造り

ます
学孡孢孲孩孱孵孥孲嬬 学孡孩孲孥

うります 売ります 孶孥孮孤孲孥
しります 知ります 季孯孮孮孡孞嬐孴孲孥
すみます 住みます 孳嬧孩孮孳孴孡孬孬孥孲嬬 嬓孥孴孡孢孬孩孲 孳孯孮 孤孯孭孩季孩孬孥
けんきゅうします 研究します 嬓孥孴孵孤孩孥孲嬬 学孡孩孲孥 孤孥孳 孲孥季孨孥孲季孨孥孳
しって います 知って います 孳孡孶孯孩孲嬬 孞孥孴孲孥 孡孵 季孯孵孲孡孮孴
すんで います

孛おおさかに ∼孝
住んで います

孛大阪に ∼孝
孨孡孢孩孴孥孲嬬 孤孥孭孥孵孲孥孲 孛嬒孡 孏孳孡孫孡孝

しりょう 資料 孭孡孴嬓孥孲孩孡孵學嬬 孤孯季孵孭孥孮孴孳
カタログ 季孡孴孡孬孯孧孵孥
じゅこくひょう 時刻表 孨孯孲孡孩孲孥
ふく 服 孶孞孥孴孥孭孥孮孴孳
せいひん 製品 孰孲孯孤孵孩孴孳
ソフト 孬孯孧孩季孩孥孬
せんもん 専門 孳孰嬓孥季孩孡孬孩孴嬓孥
はいしゃ 歯医者 孤孥孮孴孩孳孴孥嬬 季孨孥孺 孬孥 孤孥孮孴孩孳孴孥
とこや 床屋 季孯孩嬋孥孵孲嬬 孳孡孬孯孮 孤孥 季孯孩嬋孵孲孥
プレイガイド 孡孧孥孮季孥 孤孥 孳孰孥季孴孡季孬孥
どくしん 独身 季嬓孥孬孩孢孡孴孡孩孲孥
とくに 特に 孰孡孲孴孩季孵孬孩嬒孥孲孥孭孥孮孴嬬 孳孵孲孴孯孵孴
おもいだします 思い出します 孳孥 孲孡孰孰孥孬孥孲嬬 孳孥 孳孯孵孶孥孮孩孲 孤孥
ごかぞく ご家族 孶孯孴孲孥 学孡孭孩孬孬孥
いらっしゃいます 孶孩孶孲孥嬬 孞孥孴孲孥 嬨学孯孲孭孥 孤孥 孲孥孳孰孥季孴 孤孥

います嬩
こうこう 高校 孬孹季嬓孥孥 嬨孤孥孵學孩嬒孥孭孥 季孹季孬孥嬩
にっぽんばし 日本橋 孮孯孭 孤嬧孵孮 孱孵孡孲孴孩孥孲 季孯孭孭孥孲嬘季孡孮孴 嬒孡

孏孳孡孫孡

嬳嬱



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 16

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
のります

孛でんしゃに ∼孝
乗ります

孛電車 に ∼孝
孰孲孥孮孤孲孥 孛孵孮 孴孲孡孩孮孝

おります
孛でんしゃに ∼孝

降ります
孛電車 に ∼孝

孤孥孳季孥孮孤孲孥 孛孤嬧孵孮 孴孲孡孩孮孝

のりかえます 乗り換えます 季孨孡孮孧孥孲 嬨孤孥 孴孲孡孩孮嬬 孥孴季嬮嬩
あびます

孛シャワ一 を ∼孝
浴びます 孰孲孥孮孤孲孥 孛孵孮孥 孤孯孵季孨孥孝

いれます 入れます 孭孥孴孴孲孥 孤孡孮孳嬬 孩孮孴孲孯孤孵孩孲孥
だします 出します 孳孯孲孴孩孲 孤孥嬬 孲孥孴孩孲孥孲
はいります

孛だいがく に ∼孝
入ります

孛大学 に ∼孝
孥孮孴孲孥孲 孛孤孡孮孳 孵孮孥 孵孮孩孶孥孲孳孩孴嬓孥孝

でます
孛だいがく を ∼孝

出ます
孛大学 を ∼孝

孳孯孲孴孩孲 孛孤嬧孵孮孥 孵孮孩孶孥孲孳孩孴嬓孥孝

やめます
孛かいしゃ を ∼孝 孛会社 を ∼孝

孱孵孩孴孴孥孲 孛孬孡 孳孯季孩嬓孥孴嬓孥孝嬬 孳孥 孲孥孴孩孲孥孲 孤孥嬬
孡孲孲孞孥孴孥孲

おします 押します 孰孯孵孳孳孥孲嬬 孰孲孥孳孳孥孲嬬 孡孰孰孵孹孥孲 孳孵孲
わかい 若い 孪孥孵孮孥
ながい 長い 孬孯孮孧
みじかい 短い 季孯孵孲孴
あかるい 明るい 季孬孡孩孲嬬 孬孵孭孩孮孥孵學
くらい 暗い 孳孯孭孢孲孥
せが たかい 背が 高い 孧孲孡孮孤 嬨孞孥孴孲孥 孧孲孡孮孤 孤孥 孴孡孩孬孬孥 孰孯孵孲

孬孥孳 孨孯孭孭孥孳嬩
あたまがいい 頭がいい 嬨孞孥孴孲孥嬩 孩孮孴孥孬孬孩孧孥孮孴
からだ 体 季孯孲孰孳
あたま 頭 孴孞孥孴孥
かみ 髪 季孨孥孶孥孵學
かお 顔 孶孩孳孡孧孥
め 目 嬛孩孬
みみ 耳 孯孲孥孩孬孬孥
くち 口 孢孯孵季孨孥
は 歯 孤孥孮孴
おなか 孶孥孮孴孲孥
あし 足 孰孩孥孤嬬 孪孡孭孢孥
サ一ビス 孳孥孲孶孩季孥
ジョギング 孪孯孧孧孩孮孧 嬨∼ します 嬺 学孡孩孲孥 孤孵

孪孯孧孧孩孮孧嬩

嬳嬲



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
シャワ一 孤孯孵季孨孥
みどり 緑 孶孥孲孤孵孲孥
孛お孝てら 孛お孝寺 孴孥孭孰孬孥 孢孯孵孤孤孨孩孱孵孥
じんじゃ 神社 孴孥孭孰孬孥 孳孨孩孮孴孯
りゅうがくせい 留学生 嬓孥孴孵孤孩孡孮孴 嬓孥孴孲孡孮孧孥孲
嬭ばん 嬭番 孮孵孭嬓孥孲孯嬭
どうやって 季孯孭孭孥孮孴嬬 孤孥 孱孵孥孬孬孥 学孡嬘季孯孮
どの ∼ 孬孥孱孵孥孬 ∼ 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孰孯孵孲 孴孲孯孩孳 孯孵

孰孬孵孳嬩
孛いいえ、孝まだまだです 孛孎孯孮嬬孝 孪孥 孳孵孩孳 孥孮季孯孲孥 孴孲嬒孥孳 孬孯孩孮 孤孥

∼嬮嬯 孃孥 孮嬧孥孳孴 孰孡孳 孥孮季孯孲孥 孰孡孲学孡孩孴嬮
おひきだしですか お引き出しです

か
孖孯孵孬孥孺嬭孶孯孵孳 孲孥孴孩孲孥孲 嬨孤孥
孬嬧孡孲孧孥孮孴嬩 嬿嬯孃嬧孥孳孴 孰孯孵孲 孲孥孴孩孲孥孲 嬨孤孥
孬嬧孡孲孧孥孮孴嬩 嬿

まず 孤嬧孡孢孯孲孤
キャッシェカ一ド 季孡孳孨 季孡孲孤嬬 季孡孲孴孥 孰孯孵孲

孤孩孳孴孲孩孢孵孴孥孵孲 孤嬧孡孲孧孥孮孴
あんしょうばんごう 暗証番号 孮孵孭嬓孥孲孯 孤孥 季孯孤孥 孳孥季孲孥孴
つぎに 次に 孥孮孳孵孩孴孥嬬 孰孵孩孳嬬 孡孰孲嬒孥孳
きんがく 金額 孭孯孮孴孡孮孴嬬 孳孯孭孭孥 孤嬧孡孲孧孥孮孴
かくにん 確認 季孯孮嬌孲孭孡孴孩孯孮 嬨∼ します 嬺

季孯孮嬌孲孭孥孲嬩
ボタン 孢孯孵孴孯孮
孊孒 孊孡孰孡孮 孒孡孩孬孷孡孹
アジア 孁孳孩孥
バンドン 孂孡孮孤孵孮孧 嬨孥孮 孉孮孤孯孮嬓孥孳孩孥嬩
ベラクルス 孖孥孲孡季孲孵孺 嬨孡孵 孍孥學孩孱孵孥嬩
フランケン 孆孲孡孮孫孥孮 嬨孥孮 孁孬孬孥孭孡孧孮孥嬩
ベトナム 孖孩孥孴孮孡孭
フエ 孈孵孥 嬨孡孵 孖孩孥孴孮孡孭嬩
だいがくまえ 大学前 孡孲孲孞孥孴 孤孥 孢孵孳 孩孭孡孧孩孮孡孩孲孥

嬳嬳



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 17

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
おぼえます 覚えます 孲孥孴孥孮孩孲嬬 孡孰孰孲孥孮孤孲孥 孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥

孰孡孲 季嬛孵孲
わすれます 忘れます 孯孵孢孬孩孥孲
なくします 孰孥孲孤孲孥
だします

孛レポ一ト を ∼孝
出します 孰孲嬓孥孳孥孮孴孥孲嬬 孲孥孭孥孴孴孲孥 孛孵孮 孲孡孰孰孯孲孴孝

はらいます 払います 孰孡孹孥孲
かえします 返します 孲孥孮孤孲孥嬬 孲孥孭孢孯孵孲孳孥孲
でかけます 出かけます 孳孯孲孴孩孲
ぬぎます 脱ぎます 孥孮孬孥孶孥孲 嬨孳孥孳 孶孞孥孴孥孭孥孮孴孳 孥孴季嬮嬩
もって いきます 持って 行きま

す
孥孭孰孯孲孴孥孲 嬨孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥嬩嬬
孰孲孥孮孤孲孥 嬨孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥嬩

もって きます 持って 来ます 孡孰孰孯孲孴孥孲 嬨孱孵孥孬孱孵孥 季孨孯孳孥嬩
しんぱいします 心配します 孳嬧孩孮孱孵孩嬓孥孴孥孲 孤孥嬬 孳孥 学孡孩孲孥 孤孵 孳孯孵季孩
ざんぎょうします 残業します 学孡孩孲孥 孤孥孳 孨孥孵孲孥孳 孳孵孰孰孬嬓孥孭孥孮孴孡孩孲孥孳
しゅっちょうします 出張します 学孡孩孲孥 孵孮 孶孯孹孡孧孥 孤嬧孡嬋孡孩孲孥孳
のみます

孛くすり を ∼孝
飲みます

孛薬 を ∼孝
孰孲孥孮孤孲孥 孛孵孮 孭嬓孥孤孩季孡孭孥孮孴孝

はいります
孛おふろ に ∼孝

入ります 孰孲孥孮孤孲孥 孛孳孯孮 孢孡孩孮孝

たいせつ孛な孝 大切孛な孝 孩孭孰孯孲孴孡孮孴嬬 孰孲嬓孥季孩孥孵學
だいじょうぶ孛な孝 大丈夫孛な孝 嬘季孡 孶孡嬬 孰孡孳 孤孥 孰孲孯孢孬嬒孥孭孥
あぶない 危ない 孤孡孮孧孥孲孥孵學
もんだい 問題 孱孵孥孳孴孩孯孮嬬 孰孲孯孢孬嬒孥孭孥
こたえ 答え 孲嬓孥孰孯孮孳孥
きんえん 禁煙 孤嬓孥学孥孮孳孥 孤孥 学孵孭孥孲
孛けんこう孝ほけんしょう 孛健康孝保険証 季孡孲孴孥 孤孥 孳嬓孥季孵孲孩孴嬓孥 孳孯季孩孡孬孥嬬 季孡孲孴孥

孤嬧孡孳孳孵孲孡孮季孥嬭孭孡孬孡孤孩孥
かぜ 孲孨孵孭孥嬬 孧孲孩孰孰孥
ねつ 熱 嬌嬒孥孶孲孥
びょうき 病気 孭孡孬孡孤孩孥
くすり 薬 孭嬓孥孤孩季孡孭孥孮孴
孛お孝ふろ 孢孡孩孮
うわぎ 上着 孶孥孳孴孥
したぎ 下着 孬孩孮孧孥 孤孥 季孯孲孰孳嬬 孳孯孵孳嬭孶孞孥孴孥孭孥孮孴
せんせい 先生 孤孯季孴孥孵孲 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孱孵孡孮孤 孯孮

孳嬧孡孤孲孥孳孳孥 孡孵 孭嬓孥孤孥季孩孮嬩

嬳嬴



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
２、 ３にち ２、 ３日 孤孥孵學 孯孵 孴孲孯孩孳 孪孯孵孲孳嬬 孱孵孥孬孱孵孥孳

孪孯孵孲孳
２、 ３∼ 孤孥孵學 孯孵 孴孲孯孩孳 ∼嬬 孱孵孥孬孱孵孥孳 ∼ 嬨∼

孥孳孴 孵孮 孡孵學孩孬孩孡孩孲孥 孮孵孭嬓孥孲孡孬嬩
∼ までに 孡孶孡孮孴 ∼ 嬨孱孵孩 孩孮孤孩孱孵孥 孬孥 孤嬓孥孬孡孩嬬 孬孡

孤孡孴孥 孯孵 孬嬧孨孥孵孲孥 孬孩孭孩孴孥嬩
ですから 孤孯孮季嬬 孰孡孲 季孯孮孳嬓孥孱孵孥孮孴嬬 孡孬孯孲孳
どう しましたか 孑孵嬧孥孳孴嬭季孥 孱孵孥 孶孯孵孳 孡孶孥孺 嬿
孛∼が孝いたいです 孛∼が孝痛いです 孊嬧孡孩 孭孡孬 孛嬒孡 ∼孝嬮
のど 孧孯孲孧孥
おだいじに お大事に 孓孯孩孧孮孥孺嬭孶孯孵孳 孢孩孥孮嬮 嬨孥學孰孲孥孳孳孩孯孮

孤孩孴孥 孰孯孵孲 孵孮孥 孰孥孲孳孯孮孮孥 孭孡孬孡孤孥嬩

嬳嬵



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 18

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
できます 孰孯孵孶孯孩孲嬬 孳孡孶孯孩孲 嬨学孡孩孲孥 ∼嬩
あらいます 洗います 孬孡孶孥孲
ひきます 弾きます 孪孯孵孥孲 孤孥 嬨孩孮孳孴孲孵孭孥孮孴孳 嬒孡 季孯孲孤孥孳嬬

孰孩孡孮孯 孥孴季嬮嬩
うたいます 歌います 季孨孡孮孴孥孲
あつめます 集めます 季孯孬孬孥季孴孩孯孮孮孥孲嬬 孲孥季孵孥孩孬孬孩孲嬬 孲嬓孥孵孮孩孲
すてます 捨てます 孪孥孴孥孲
かえます 換えます 季孨孡孮孧孥孲嬬 嬓孥季孨孡孮孧孥孲
うんてんします 運転します 季孯孮孤孵孩孲孥
よやくします 予約します 孲嬓孥孳孥孲孶孥孲
けんがくします 見学します 孶孩孳孩孴孥孲嬬 学孡孩孲孥 孵孮孥 孶孩孳孩孴孥 孤嬧嬓孥孴孵孤孥孳
ピアノ 孰孩孡孮孯
嬭メ一トル 嬭孭嬒孥孴孲孥嬨孳嬩
こくさい ∼ 国際 ∼ ∼ 孩孮孴孥孲孮孡孴孩孯孮孡孬
げんきん 現金 孡孲孧孥孮孴 季孯孭孰孴孡孮孴嬬 季孡孳孨
しゅみ 趣味 孰孡孳孳孥嬭孴孥孭孰孳嬬 孨孯孢孢孹
にっき 日記 孪孯孵孲孮孡孬 嬨孵孮 季孡孨孩孥孲 孯嬒孵 孬嬧孯孮 嬓孥季孲孩孴

孳孥孳 孲嬓孥嬍孥學孩孯孮孳 孪孯孵孲孮孡孬孩嬒孥孲孥孳嬩
孛お孝いのり 孛お孝祈り 孰孲孩嬒孥孲孥 嬨∼ を します 嬺 孰孲孩孥孲嬬 学孡孩孲孥

孵孮孥 孰孲孩嬒孥孲孥嬩
かちょう 課長 季孨孥学 孤孥 孳孥孲孶孩季孥
ぶちょう 部長 孤孩孲孥季孴孥孵孲 孤孥 孤嬓孥孰孡孲孴孥孭孥孮孴
しゃちょう 社長 孰孲嬓孥孳孩孤孥孮孴 孤嬧孵孮孥 季孯孭孰孡孧孮孩孥
どうぶつ 動物 孡孮孩孭孡孬
うま 馬 季孨孥孶孡孬
へえ 孡孨 孢孯孮 嬡 嬯 孃嬧孥孳孴 孶孲孡孩 嬿 嬯

孖孲孡孩孭孥孮孴 嬿 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孱孵孡孮孤 孯孮
孥學孰孲孩孭孥 孤孥 孬嬧嬓孥孴孯孮孮孥孭孥孮孴 孯孵 孤孥
孬嬧孡孤孭孩孲孡孴孩孯孮嬩

それは おもしろい ですね 孃嬧孥孳孴 孩孮孴嬓孥孲孥孳孳孡孮孴嬮嬯孃嬘孡 孤孯孩孴 孞孥孴孲孥
孩孮孴嬓孥孲孥孳孳孡孮孴嬮

なかなか 孮孥 孰孡孳 孞孥孴孲孥 学孡季孩孬孥嬬 孮孥 孰孡孳
学孡季孩孬孥孭孥孮孴 ∼ 嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孡孶孥季
孮嬓孥孧孡孴孩孯孮嬩

ぼくじょう 牧場 学孥孲孭孥 孤嬧嬓孥孬孥孶孡孧孥
ほんとうですか 孃嬧孥孳孴 孶孲孡孩 嬿嬯孖孲孡孩孭孥孮孴 嬿
ぜひ 嬒孡 孴孯孵孴 孰孲孩學嬬 孶孲孡孩孭孥孮孴嬬 孳孡孮孳 学孡孵孴孥

嬳嬶



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
ビ一トルズ 孬孥孳 孂孥孡孴孬孥孳嬬 季嬓孥孬嬒孥孢孲孥 孧孲孯孵孰孥 孤孥

孭孵孳孩孱孵孥 孡孮孧孬孡孩孳

嬳嬷



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 19

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
のぼります

孛やまに∼孝
登ります

孛山に∼孝
学孡孩孲孥 孬嬧孡孳季孥孮孳孩孯孮 孛孤嬧孵孮孥
孭孯孮孴孡孧孮孥孝

とまります
孛ホテルに∼孝

泊まります 孤孥孳季孥孮孤孲孥 孛孤孡孮孳 孵孮 孨孞孯孴孥孬孝

そうじします 掃除します 孮孥孴孴孯孹孥孲嬬 学孡孩孲孥 孬孥 孭嬓孥孮孡孧孥
せんたくします 洗濯します 孬孡孶孥孲 嬨孳孯孮 孬孩孮孧孥嬩嬬 学孡孩孲孥 孬孡 孬孥孳孳孩孶孥
れんしゅうします 練習します 孳嬧孥學孥孲季孥孲嬬 孳嬧孥孮孴孲孡孞嬐孮孥孲
なります 孤孥孶孥孮孩孲
ねむい 眠い 嬨孡孶孯孩孲嬩 孳孯孭孭孥孩孬
つよい 強い 学孯孲孴
よわい 弱い 学孡孩孢孬孥
ちょうしが いい 調子が いい 孞孥孴孲孥 孥孮 孢孯孮孮孥 季孯孮孤孩孴孩孯孮嬬 孞孥孴孲孥 孥孮

孢孯孮孮孥 孳孡孮孴嬓孥嬬 孭孡孲季孨孥孲 孢孩孥孮
ちょうしが わるい 調子が 悪い 孞孥孴孲孥 孥孮 孭孡孵孶孡孩孳孥 季孯孮孤孩孴孩孯孮嬬 孞孥孴孲孥

孥孮 孭孡孵孶孡孩孳孥 孳孡孮孴嬓孥嬬 孭孡孲季孨孥孲 孭孡孬
ちょうし 調子 季孯孮孤孩孴孩孯孮
ゴルフ 孧孯孬学 嬨∼をします 嬺 孪孯孵孥孲 孡孵 孧孯孬学嬩
すもう 相撲 孳孵孭孯 嬨孬孵孴孴孥 孴孲孡孤孩孴孩孯孮孮孥孬孬孥

孪孡孰孯孮孡孩孳孥嬩
パチンコ 孰孡季孨孩孮孫孯 嬨嬍孩孰孰孥孲 孪孡孰孯孮孡孩孳嬩 嬨∼ を

します 嬺 孪孯孵孥孲 孡孵 孰孡季孨孩孮孫孯嬩
おちゃ お茶 季嬓孥孲嬓孥孭孯孮孩孥 孤孵 孴孨嬓孥
ひ 日 孪孯孵孲嬬 孤孡孴孥
いちど 一度 孵孮孥 学孯孩孳
いちども 一度も 孰孡孳 孵孮孥 孳孥孵孬孥 学孯孩孳嬬 孮孥 孪孡孭孡孯孳

嬨孵孴孩孬孩孳嬓孥 孡孶孥季 孮嬓孥孧孡孴孩孯孮嬩
だんだん 孰孥孴孩孴 嬒孡 孰孥孴孩孴嬬 孧孲孡孤孵孥孬孬孥孭孥孮孴嬬

孰孲孯孧孲孥孳孳孩孶孥孭孥孮孴
もうすぐ 孢孩孥孮孴孞孯孴
あかげさまで 孍孥孲季孩嬮嬯孈孥孵孲孥孵孳孥孭孥孮孴嬮

嬨孥學孰孲孥孳孳孩孯孮 孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孰孯孵孲 孭孯孮孴孲孥孲
孬孡 孧孲孡孴孩孴孵孤孥嬩

かんぱい 乾杯 孔孯孡孳孴嬮嬯孁 孶孯孴孲孥 孳孡孮孴嬓孥 嬡
じつは 実は 孥孮 学孡孩孴嬬 嬒孡 孶孲孡孩 孤孩孲孥嬬 孥孮 孲嬓孥孡孬孩孴嬓孥
ダイエット 孲嬓孥孧孩孭孥 嬨∼ を します 嬺 孳孵孩孶孲孥 孵孮

孲嬓孥孧孩孭孥嬩
なんかいも 何回も 孢孩孥孮 孤孥孳 学孯孩孳嬬 孰孬孵孳孩孥孵孲孳 学孯孩孳

嬳嬸



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
しかし 孭孡孩孳嬬 季孥孰孥孮孤孡孮孴
むり孛な孝 無理孛な孝 孩孭孰孯孳孳孩孢孬孥嬬 孥學季孥孳孳孩学
からだに いい 体に いい 孢孯孮 孰孯孵孲 孬孡 孳孡孮孴嬓孥嬬 孳孡孬孵孢孲孥
ケ一キ 孰孞孡孴孩孳孳孥孲孩孥嬬 孧孞孡孴孥孡孵
かつしかほくさい 葛飾北斎 季嬓孥孬嬒孥孢孲孥 孧孲孡孶孥孵孲 孳孵孲 孢孯孩孳 孥孴

孰孥孩孮孴孲孥 孤孥 孬嬧嬓孥孰孯孱孵孥 孥孤孯
嬨嬱嬷嬶嬰孻嬱嬸嬴嬹嬩

嬳嬹



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

Leçon 20

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
いります

孛ビザが∼孝
要ります 孡孶孯孩孲 孢孥孳孯孩孮 孤孥嬬 孩孬 学孡孵孴 孛孵孮 孶孩孳孡孝

しらべます 調べます 孥學孡孭孩孮孥孲嬬 季孨孥孲季孨孥孲
なおします 直します 孲嬓孥孰孡孲孥孲嬬 季孯孲孲孩孧孥孲嬬 孲孥季孴孩嬌孥孲
しゅうりします 修理します 孲嬓孥孰孡孲孥孲
でんわします 電話します 孴嬓孥孬嬓孥孰孨孯孮孥孲
ぼく 僕 孪孥嬬 孭孯孩 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 わた

し 孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孰孡孲 孬孥孳 孨孯孭孭孥孳嬩
きみ 君 孴孵嬬 孴孯孩 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 あな

た 孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孰孡孲 孬孥孳 孨孯孭孭孥孳嬩
∼くん ∼君 孍嬮 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 ∼ さん

孵孴孩孬孩孳嬓孥孥 孰孡孲 孬孥孳 孨孯孭孭孥孳嬩
うん 孯孵孩 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 はい嬩
ううん 孮孯孮 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 いいえ嬩
サラリ一マン 孳孡孬孡孲孩嬓孥
ことば 孬孡孮孧孡孧孥嬬 孬孡孮孧孵孥嬬 孭孯孴
ぶっか 物価 季孯孞孵孴 孤孥 孬孡 孶孩孥嬬 孰孲孩學
きもの 着物 孫孩孭孯孮孯 嬨季孯孳孴孵孭孥 孴孲孡孤孩孴孩孯孮孮孥孬

孪孡孰孯孮孡孩孳嬩
ビザ 孶孩孳孡
はじめ 初め 孤嬓孥孢孵孴嬬 季孯孭孭孥孮季孥孭孥孮孴
おわり 終わり 嬌孮
こっち 孩季孩嬬 孰孡孲 孩季孩嬬 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴 嬨学孯孲孭孥

学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 こちら嬩
そっち 孬嬒孡嬬 孰孡孲 孬嬒孡嬬 季孥孴 孥孮孤孲孯孩孴嬭孬嬒孡 嬨学孯孲孭孥

学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 そちら嬩
あっち 孬嬒孡嬬 孰孡孲 孬嬒孡嬭孢孡孳 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥

あちら嬩
どっち 孬孥孱孵孥孬 嬨孥孮孴孲孥 孤孥孵學 季孨孯孳孥孳嬩嬬 孯嬒孵嬬

孱孵孥孬 季孞孯孴嬓孥 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 ど
ちら嬩

このあいだ この間 孬嬧孡孵孴孲孥 孪孯孵孲嬬 孩孬 孹 孡 孱孵孥孬孱孵孥孳 孪孯孵孲孳嬬
孲嬓孥季孥孭孭孥孮孴

みんなで 孴孯孵孳 孥孮孳孥孭孢孬孥
∼けど ∼嬬 孭孡孩孳 嬨学孯孲孭孥 学孡孭孩孬孩嬒孥孲孥 孤孥 が嬩
くにへ かえるの？ 国へ帰るの？ 孅孳孴嬭季孥 孱孵孥 孶孯孵孳 孡孬孬孥孺 孲孥孴孯孵孲孮孥孲

孤孡孮孳 孶孯孴孲孥 孰孡孹孳 嬿

嬴嬰



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

孨孩孲孡嬯孫孡孴孡 孫孡孮孪孩 孴孲孡孤孵季孴孩孯孮
どう するの？ 孑孵孥孬孬孥 孥孳孴 孶孯孴孲孥

孩孮孴孥孮孴孩孯孮 嬿嬯孑孵嬧孥孳孴嬭季孥 孱孵孥 孶孯孵孳
孡孬孬孥孺 学孡孩孲孥 嬿

どう しようかな 孑孵嬧孥孳孴嬭季孥 孱孵孥 孪孥 孶孡孩孳 学孡孩孲孥 嬿
よかったら 孳孩 孶孯孵孳 孶孯孵孬孥孺
いろいろ 孤孥 孤孩嬋嬓孥孲孥孮孴孥孳 孭孡孮孩嬒孥孲孥孳嬬 孰孡孲

孤孩嬋嬓孥孲孥孮孴孳 孭孯孹孥孮孳

嬴嬱



Index

２、 ３∼ 嬨嬲嬩嬬 嬳嬵
２、 ３にち 嬨嬲嬩嬬 嬳嬵
２、 ３日 嬨嬲嬩嬬 嬳嬵
１０４ 嬨嬱嬰嬴嬩嬬 嬱嬰

ああ 嬨孡孡嬩嬬 嬲嬰
孁孂孃ストア 嬨孁孂孃 孳孵孴孯孡嬩嬬 嬲嬶
あびます 嬨孡孢孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
浴びます 嬨孡孢孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
あぶない 嬨孡孢孵孮孡孩嬩嬬 嬳嬴
危ない 嬨孡孢孵孮孡孩嬩嬬 嬳嬴
あっち 嬨孡季季孨孩嬩嬬 嬴嬰
あちら 嬨孡季孨孩孲孡嬩嬬 嬷
あげます 嬨孡孧孥孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
あいだ 嬨孡孩孤孡嬩嬬 嬲嬲
間 嬨孡孩孤孡嬩嬬 嬲嬲
あいます 嬨孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
会います 嬨孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
アイスクリ一ム 嬨孡孩孳孵孫孵孲嬖嬐孭孵嬩嬬 嬲嬳
あかげさまで 嬨孡孫孡孧孥孳孡孭孡孤孥嬩嬬 嬳嬸
あかい 嬨孡孫孡孩嬩嬬 嬱嬷
赤い 嬨孡孫孡孩嬩嬬 嬱嬷
あかるい 嬨孡孫孡孲孵孩嬩嬬 嬳嬲
明るい 嬨孡孫孡孲孵孩嬩嬬 嬳嬲
あけます 嬨孡孫孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
開けます 嬨孡孫孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
あき 嬨孡孫孩嬩嬬 嬲嬵
秋 嬨孡孫孩嬩嬬 嬲嬵
あまい 嬨孡孭孡孩嬩嬬 嬲嬵
甘い 嬨孡孭孡孩嬩嬬 嬲嬵
あまり 嬨孡孭孡孲孩嬩嬬 嬱嬸
あめ 嬨孡孭孥嬩嬬 嬲嬵
雨 嬨孡孭孥嬩嬬 嬲嬵
アメリカ 嬨孡孭孥孲孩季孡嬩嬬 嬳
あなた 嬨孡孮孡孴孡嬩嬬 嬳
あね 嬨孡孮孥嬩嬬 嬲嬴
姉 嬨孡孮孥嬩嬬 嬲嬴
あに 嬨孡孮孩嬩嬬 嬲嬴

兄 嬨孡孮孩嬩嬬 嬲嬴
あの 嬨孡孮孯嬩嬬 嬵
あのひと 嬨孡孮孯孨孩孴孯嬩嬬 嬳
あのう 嬨孡孮嬖孯嬩嬬 嬶
あんしょうばんごう 嬨孡孮孳孨嬖孯孢孡孮孧嬖孯嬩嬬

嬳嬳
暗証番号 嬨孡孮孳孨嬖孯孢孡孮孧嬖孯嬩嬬 嬳嬳
あおい 嬨孡孯孩嬩嬬 嬱嬷
青い 嬨孡孯孩嬩嬬 嬱嬷
アップルぎんこう 嬨孡孰孰孵孬孵孧孩孮孫嬖孯嬩嬬

嬱嬰
アップル銀行 嬨孡孰孰孵孬孵孧孩孮孫嬖孯嬩嬬 嬱嬰
あらいます 嬨孡孲孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
洗います 嬨孡孲孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
あれ 嬨孡孲孥嬩嬬 嬵
あれ？ 嬨孡孲孥嬩嬬 嬳嬰
孛どうも孝 ありがとう 孛ございま

す孝 嬨孛孤嬖孯孭孯孝 孡孲孩孧孡孴嬖孯 孛孧孯孺孡孩嬭
孭孡孳孵孝嬩嬬 嬶

孛どうも孝 ありがとう ございまし
た 嬨孡孲孩孧孡孴嬖孯 孧孯孺孡孩孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬
嬱嬰

あります 嬨孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬹嬬 嬲嬱
あるいて 嬨孡孲孵孩孴孥嬩嬬 嬱嬱
歩いて 嬨孡孲孵孩孴孥嬩嬬 嬱嬱
あさ 嬨孡孳孡嬩嬬 嬹
朝 嬨孡孳孡嬩嬬 嬹
あさごはん 嬨孡孳孡孧孯孨孡孮嬩嬬 嬱嬳
朝ごはん 嬨孡孳孡孧孯孨孡孮嬩嬬 嬱嬳
あさって 嬨孡孳孡孴孴孥嬩嬬 嬹
あし 嬨孡孳孨孩嬩嬬 嬳嬲
足 嬨孡孳孨孩嬩嬬 嬳嬲
あした 嬨孡孳孨孩孴孡嬩嬬 嬹
アジア 嬨孡孳孩孡嬩嬬 嬳嬳
あそびます 嬨孡孳孯孢孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
遊びます 嬨孡孳孯孢孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
あそこ 嬨孡孳孯孫孯嬩嬬 嬷
あたま 嬨孡孴孡孭孡嬩嬬 嬳嬲

嬴嬲
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頭 嬨孡孴孡孭孡嬩嬬 嬳嬲
あたまがいい 嬨孡孴孡孭孡孧孡孩孩嬩嬬 嬳嬲
頭がいい 嬨孡孴孡孭孡孧孡孩孩嬩嬬 嬳嬲
あたらしい 嬨孡孴孡孲孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
新しい 嬨孡孴孡孲孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
あたたかい 嬨孡孴孡孴孡孫孡孩嬩嬬 嬲嬵
暖かい 嬨孡孴孡孴孡孫孡孩嬩嬬 嬲嬵
温かい 嬨孡孴孡孴孡孫孡孩嬩嬬 嬲嬵
あとで 嬨孡孴孯孤孥嬩嬬 嬲嬹
あつい 嬨孡孴孳孵孩嬩嬬 嬱嬷
暑い 嬨孡孴孳孵孩嬩嬬 嬱嬷
熱い 嬨孡孴孳孵孩嬩嬬 嬱嬷
あつめます 嬨孡孴孳孵孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
集めます 嬨孡孴孳孵孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶

嬭ばん 嬨孢孡孮嬩嬬 嬳嬳
嬭番 嬨孢孡孮嬩嬬 嬳嬳
ばん 嬨よる嬩 嬨孢孡孮嬩嬬 嬹
晩 嬨夜嬩 嬨孢孡孮嬩嬬 嬹
バンドン 嬨孢孡孮孤孯孮嬩嬬 嬳嬳
ばんごはん 嬨孢孡孮孧孯孨孡孮嬩嬬 嬱嬳
晩ごはん 嬨孢孡孮孧孯孨孡孮嬩嬬 嬱嬳
ばんごう 嬨孢孡孮孧嬖孯嬩嬬 嬱嬰
番号 嬨孢孡孮孧嬖孯嬩嬬 嬱嬰
バンコク 嬨孢孡孮孫孯孫孵嬩嬬 嬱嬰
一ばんせん 嬨孢孡孮孳孥孮嬩嬬 嬱嬲
一番線 嬨孢孡孮孳孥孮嬩嬬 嬱嬲
バス 嬨孢孡孳孵 嬽 孢孵孳嬩嬬 嬱嬱
ベッド 嬨孢孥孤孤孯嬩嬬 嬲嬱
べんきょう 嬨孢孥孮孫孹嬖孯嬩嬬 嬱嬸
勉強 嬨孢孥孮孫孹嬖孯嬩嬬 嬱嬸
べんきょうします 嬨孢孥孮孫孹嬖孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬹
勉強します 嬨孢孥孮孫孹嬖孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹
べんり孛な孝 嬨孢孥孮孲孩嬩嬬 嬱嬷
便利孛な孝 嬨孢孥孮孲孩嬩嬬 嬱嬷
ベトナム 嬨孢孥孴孯孮孡孭孵 嬽 孖孩孥孴孮孡孭嬩嬬

嬳嬳
べつべつに 嬨孢孥孴孳孵孢孥孴孳孵孮孩嬩嬬 嬲嬸
別々に 嬨孢孥孴孳孵孢孥孴孳孵孮孩嬩嬬 嬲嬸
ビデオ 嬨孢孩孤孥孯嬩嬬 嬱嬳

びじゅつ 嬨孢孩孪孵孴孳孵嬩嬬 嬲嬷
美術 嬨孢孩孪孵孴孳孵嬩嬬 嬲嬷
びじゅつかん 嬨孢孩孪孵孴孳孵孫孡孮嬩嬬 嬹
美術館 嬨孢孩孪孵孴孳孵孫孡孮嬩嬬 嬹
ビル 嬨孢孩孬孵嬩嬬 嬲嬱
ビ一ル 嬨孢嬖嬐孬孵嬩嬬 嬱嬳
ビ一トルズ 嬨孢嬖嬐孴孯孬孵孺孵嬩嬬 嬳嬷
びわこ 嬨孢孩孷孡孫孯嬩嬬 嬱嬸
琵琶湖 嬨孢孩孷孡孫孯嬩嬬 嬱嬸
ビザ 嬨孢孩孺孡嬩嬬 嬴嬰
ぼく 嬨孢孯孫孵嬩嬬 嬴嬰
僕 嬨孢孯孫孵嬩嬬 嬴嬰
ぼくじょう 嬨孢孯孫孵孪嬖孯嬩嬬 嬳嬶
牧場 嬨孢孯孫孵孪嬖孯嬩嬬 嬳嬶
ボ一ルペン 嬨孢孯孬孵孰孥孮嬩嬬 嬵
ボタン 嬨孢孯孴孡孮嬩嬬 嬳嬳
ぶちょう 嬨孢孵季孨嬖孯嬩嬬 嬳嬶
部長 嬨孢孵季孨嬖孯嬩嬬 嬳嬶
ぶっか 嬨孢孵孫孫孡嬩嬬 嬴嬰
物価 嬨孢孵孫孫孡嬩嬬 嬴嬰
ブラジル 嬨孢孵孲孡孺孩孬孵嬩嬬 嬴
びょういん 嬨孢孹嬖孯孩孮嬩嬬 嬳
病院 嬨孢孹嬖孯孩孮嬩嬬 嬳
びょうき 嬨孢孹嬖孯孫孩嬩嬬 嬳嬴
病気 嬨孢孹嬖孯孫孩嬩嬬 嬳嬴

カ一ド 嬨季孡孤孯嬩嬬 嬵
カメラ 嬨季孡孭孥孲孡嬩嬬 嬵
孛カセット孝テ一プ 嬨季孡孳孥孴孴孯嬩嬬 嬵
孃孄 嬨孃孄嬩嬬 嬱嬳
ちち 嬨季孨孩季孨孩嬩嬬 嬱嬵
父 嬨季孨孩季孨孩嬩嬬 嬱嬵
ちがいます 嬨季孨孩孧孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬶
違います 嬨季孨孩孧孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬶
ちいさい 嬨季孨孩孩孳孡孩嬩嬬 嬱嬷
小さい 嬨季孨孩孩孳孡孩嬩嬬 嬱嬷
ちか 嬨季孨孩孫孡嬩嬬 嬷
地下 嬨季孨孩孫孡嬩嬬 嬷
ちかい 嬨季孨孩孫孡孩嬩嬬 嬲嬵
近い 嬨季孨孩孫孡孩嬩嬬 嬲嬵
ちかく 嬨季孨孩孫孡孫孵嬩嬬 嬲嬲

嬴嬳
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近く 嬨季孨孩孫孡孫孵嬩嬬 嬲嬲
ちかてつ 嬨季孨孩孫孡孴孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
地下鉄 嬨季孨孩孫孡孴孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
チケット 嬨季孨孩孫孥孴孴孯嬩嬬 嬱嬹
チリソ一ス 嬨季孨孩孬孩孳嬖孯孳孵嬩嬬 嬲嬲
ちず 嬨季孨孩孺孵嬩嬬 嬲嬹
地図 嬨季孨孩孺孵嬩嬬 嬲嬹
チョコレ一ト 嬨季孨孯季孯孬孥孴孴孯嬩嬬 嬵
孛∼は孝 ちょっと嬮嬮嬮 嬨季孨孯孴孴孯嬩嬬 嬲嬰
ちょっと ∼ まで 嬨季孨孯孴孴孯嬩嬬 嬲嬴
ちょっと 嬨季孨孯孴孴孯嬩嬬 嬱嬴
ちょうし 嬨季孨嬖孯孳孨孩嬩嬬 嬳嬸
調子 嬨季孨嬖孯孳孨孩嬩嬬 嬳嬸
ちょうしが いい 嬨季孨嬖孯孳孨孩 孧孡 孩孩嬩嬬

嬳嬸
調子が いい 嬨季孨嬖孯孳孨孩 孧孡 孩孩嬩嬬 嬳嬸
ちょうしが わるい 嬨季孨嬖孯孳孨孩 孧孡

孷孡孲孵孩嬩嬬 嬳嬸
調子が悪い 嬨季孨嬖孯孳孨孩 孧孡 孷孡孲孵孩嬩嬬 嬳嬸
ちゅうごく 嬨季孨嬖孵孧孯孫孵嬩嬬 嬴
中国 嬨季孨嬖孵孧孯孫孵嬩嬬 嬴
コンピュ一タ一 嬨季孯孮孰孹嬖孵孴嬖孡 嬽 季孯孭嬭

孰孵孴孥孲嬩嬬 嬵

一だい 嬨孤孡孩嬩嬬 嬲嬳
一台 嬨孤孡孩嬩嬬 嬲嬳
ダイエット 嬨孤孡孩孥孴孴孯嬩嬬 嬳嬸
だいがく 嬨孤孡孩孧孡孫孵嬩嬬 嬳
大学 嬨孤孡孩孧孡孫孵嬩嬬 嬳
だいがくまえ 嬨孤孡孩孧孡孫孵孭孡孥嬩嬬 嬳嬳
大学前 嬨孤孡孩孧孡孫孵孭孡孥嬩嬬 嬳嬳
だいじょうぶ孛な孝 嬨孤孡孩孳孨嬖孯孢孵嬩嬬 嬳嬴
大丈夫孛な孝 嬨孤孡孩孳孨嬖孯孢孵嬩嬬 嬳嬴
だいたい 嬨孤孡孩孴孡孩嬩嬬 嬲嬰
∼ だけ 嬨孤孡孫孥嬩嬬 嬲嬴
だんだん 嬨孤孡孮孤孡孮嬩嬬 嬳嬸
一だんめ 嬨孤孡孮孭孥嬩嬬 嬲嬲
一段目 嬨孤孡孮孭孥嬩嬬 嬲嬲
ダンス 嬨孤孡孮孳孵嬩嬬 嬱嬹
だれ 嬨孤孡孲孥嬩嬬 嬳
だします 嬨孤孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷嬬 嬳嬲嬬 嬳嬴

出します 嬨孤孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷嬬 嬳嬲嬬 嬳嬴
でかけます 嬨孤孥孫孡孫孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
出かけます 嬨孤孥孫孡孫孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
できます 嬨孤孥孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
でます 嬨孤孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷嬬 嬳嬲
出ます 嬨孤孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷嬬 嬳嬲
でも 嬨孤孥孭孯嬩嬬 嬲嬶
でんち 嬨孤孥孮季孨孩嬩嬬 嬲嬱
電池 嬨孤孥孮季孨孩嬩嬬 嬲嬱
でんき 嬨孤孥孮孫孩嬩嬬 嬳
電気 嬨孤孥孮孫孩嬩嬬 嬳
でんな ∼ 嬨孤孥孮孮孡嬩嬬 嬱嬸
でんしゃ 嬨孤孥孮孳孨孡嬩嬬 嬱嬱
電車 嬨孤孥孮孳孨孡嬩嬬 嬱嬱
でんわ 嬨孤孥孮孷孡嬩嬬 嬷
電話 嬨孤孥孮孷孡嬩嬬 嬷
でんわします 嬨孤孥孮孷孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬴嬰
電話します 嬨孤孥孮孷孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
デパ一ト 嬨孤孥孰嬖孡孴孯嬩嬬 嬹
ですから 嬨孤孥孳孵孫孡孲孡嬩嬬 嬳嬵
ドア 嬨孤孯孡嬩嬬 嬲嬱
どっち 嬨孤孯季季孨孩嬩嬬 嬴嬰
どちら 嬨孤孯季孨孩孲孡嬩嬬 嬷嬬 嬲嬶
どちらも 嬨孤孯季孨孩孲孡孭孯嬩嬬 嬲嬶
ドイツ 嬨孤孯孩孴孳孵嬩嬬 嬴
どこ 嬨孤孯孫孯嬩嬬 嬷
どこか 嬨孤孯孫孯孫孡嬩嬬 嬲嬸
どくしん 嬨孤孯孫孵孳孨孩孮嬩嬬 嬳嬱
独身 嬨孤孯孫孵孳孨孩孮嬩嬬 嬳嬱
どの ∼ 嬨孤孯孮孯嬩嬬 嬳嬳
どのくらい 嬨孤孯孮孯孫孵孲孡孩嬩嬬 嬲嬴
どれ 嬨孤孯孲孥嬩嬬 嬱嬸
どても 嬨孤孯孴孥孭孯嬩嬬 嬱嬸
どう 嬨孤嬖孯嬩嬬 嬱嬸
どういたしまして 嬨孤嬖孯 孩孴孡孳孨孩孭孡嬭

孳孨孩孴孥嬩嬬 嬱嬲
どう しましたか 嬨孤嬖孯 孳孨孩孭孡孳孨孩嬭

孴孡孫孡嬩嬬 嬳嬵
どう しようかな 嬨孤嬖孯 孳孨孩孹嬖孯孫孡孮孡嬩嬬

嬴嬱

嬴嬴
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どう するの？ 嬨孤嬖孯 孳孵孲孵孮孯嬩嬬 嬴嬱
どうぶつ 嬨孤嬖孯孢孵孴孳孵嬩嬬 嬳嬶
動物 嬨孤嬖孯孢孵孴孳孵嬩嬬 嬳嬶
孛どうも孝 ありがとう 孛ございま

す孝 嬨孛孤嬖孯孭孯孝 孡孲孩孧孡孴嬖孯 孛孧孯孺孡孩嬭
孭孡孳孵孝嬩嬬 嬶

孛どうも孝 ありがとう ございまし
た 嬨孤嬖孯孭孯 孡孲孩孧孡孴嬖孯 孧孯孺孡孩孭孡嬭
孳孨孩孴孡嬩嬬 嬱嬰

どうも 嬨孤嬖孯孭孯嬩嬬 嬶
孛どうも孝 すみません 嬨孤嬖孯孭孯 孳孵嬭

孭孩孭孡孳孥孮嬩嬬 嬲嬲
どうして 嬨孤嬖孯孳孨孩孴孥嬩嬬 嬲嬰
どうそよろしく 嬨孤嬖孯孳孯孹孯孲孯孳孨孩孫孵嬩嬬

嬳
どうやって 嬨孤嬖孯孹孡孴孴孥嬩嬬 嬳嬳
どうぞ 嬨孤嬖孯孺孯嬩嬬 嬶
どうぞおあがりください 嬨孤嬖孯孺孯

孯孡孧孡孲孩 孫孵孤孡孳孡孩嬩嬬 嬱嬶
どうぞお上がりください 嬨孤嬖孯孺孯

孯孡孧孡孲孩 孫孵孤孡孳孡孩嬩嬬 嬱嬶
どようび 嬨孤孯孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
土曜日 嬨孤孯孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰

え 嬨孥嬩嬬 嬱嬹
絵 嬨孥嬩嬬 嬱嬹
ええ 嬨孥孥嬩嬬 嬱嬴
えいが 嬨孥孩孧孡嬩嬬 嬱嬳
映画 嬨孥孩孧孡嬩嬬 嬱嬳
えいご 嬨孥孩孧孯嬩嬬 嬵
英語 嬨孥孩孧孯嬩嬬 嬵
エアコン 嬨孥孩孫孯孮嬩嬬 嬲嬹
エイメ一ル 嬨孥孩孭嬖孥孬孵嬩嬬 嬲嬴
えき 嬨孥孫孩嬩嬬 嬱嬱
駅 嬨孥孫孩嬩嬬 嬱嬱
エレベ一タ一 嬨孥孬孥孢嬖孥孴嬖孡嬩嬬 嬷
嬭えん 嬨孥孮嬩嬬 嬷
嬭円 嬨孥孮嬩嬬 嬷
エンジニア 嬨孥孮孪孩孮孩孡 嬽 孥孮孧孩孮孥孥孲嬩嬬

嬳
えんぴつ 嬨孥孮孰孩孴孳孵嬩嬬 嬵

鉛筆 嬨孥孮孰孩孴孳孵嬩嬬 嬵
エスカレ一タ一 嬨孥孳孵孫孡孬嬖孥孴嬖孡嬩嬬 嬷
え一と 嬨嬖孥孴孯嬩嬬 嬱嬰

ファクス 嬨学孡孫孫孵孳孵 嬽 学孡學嬩嬬 嬱嬵
フィルム 嬨嬌孬孵孭孵 嬽 嬌孬孭嬩嬬 嬲嬱
フォ一ク 嬨学嬖孯孫孵嬩嬬 嬱嬵
ふじさん 嬨学孵孪孩孳孡孮嬩嬬 嬱嬸
富士山 嬨学孵孪孩孳孡孮嬩嬬 嬱嬸
ふく 嬨学孵孫孵嬩嬬 嬳嬱
服 嬨学孵孫孵嬩嬬 嬳嬱
一ふん 嬨一ぷん嬩 嬨学孵孮嬩嬬 嬹
一分 嬨学孵孮嬩嬬 嬹
ふなびん 嬨学孵孮孡孢孩孮嬩嬬 嬲嬴
船便 嬨学孵孮孡孢孩孮嬩嬬 嬲嬴
ふね 嬨学孵孮孥嬩嬬 嬱嬱
船 嬨学孵孮孥嬩嬬 嬱嬱
フランケン 嬨学孵孲孡孮孫孥孮 嬽 孆孲孡孮嬭

孫孥孮嬩嬬 嬳嬳
フランス 嬨学孵孲孡孮孳孵嬩嬬 嬴
ふります 嬨学孵孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
降ります 嬨学孵孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
孛お孝ふろ 嬨学孵孲孯嬩嬬 嬳嬴
ふるい 嬨学孵孲孵孩嬩嬬 嬱嬷
古い 嬨学孵孲孵孩嬩嬬 嬱嬷
ふしみ 嬨学孵孳孨孩孭孩嬩嬬 嬱嬲
伏見 嬨学孵孳孨孩孭孩嬩嬬 嬱嬲
ふたり 嬨学孵孴孡孲孩嬩嬬 嬲嬳
２人 嬨学孵孴孡孲孩嬩嬬 嬲嬳
ふたつ 嬨学孵孴孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
２つ 嬨学孵孴孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
ふつか 嬨学孵孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬱
２日 嬨学孵孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬱
ふつう 嬨学孵孴孳嬖孵嬩嬬 嬱嬲
普通 嬨学孵孴孳嬖孵嬩嬬 嬱嬲
ふうとう 嬨学嬖孵孴嬖孯嬩嬬 嬲嬳
封筒 嬨学嬖孵孴嬖孯嬩嬬 嬲嬳
ふゆ 嬨学孵孹孵嬩嬬 嬲嬵
冬 嬨学孵孹孵嬩嬬 嬲嬵

∼が、 ∼ 嬨孧孡嬩嬬 嬱嬸

嬴嬵
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がいこく 嬨孧孡孩孫孯孫孵嬩嬬 嬲嬴
外国 嬨孧孡孩孫孯孫孵嬩嬬 嬲嬴
がっこう 嬨孧孡孫孫嬖孯嬩嬬 嬱嬱
学校 嬨孧孡孫孫嬖孯嬩嬬 嬱嬱
がくせい 嬨孧孡孫孵孳孥孩嬩嬬 嬳
学生 嬨孧孡孫孵孳孥孩嬩嬬 嬳
げんき孛な孝 嬨孧孥孮孫孩嬩嬬 嬱嬷
元気孛な孝 嬨孧孥孮孫孩嬩嬬 嬱嬷
げんきん 嬨孧孥孮孫孩孮嬩嬬 嬳嬶
現金 嬨孧孥孮孫孩孮嬩嬬 嬳嬶
一がつ 嬨孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
一月 嬨孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
げつようび 嬨孧孥孴孳孵孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬹
月曜日 嬨孧孥孴孳孵孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬹
ぎんこう 嬨孧孩孮孫嬖孯嬩嬬 嬹
銀行 嬨孧孩孮孫嬖孯嬩嬬 嬹
ぎんこういん 嬨孧孩孮孫嬖孯孩孮嬩嬬 嬳
銀行員 嬨孧孩孮孫嬖孯孩孮嬩嬬 嬳
ぎおんまつり 嬨孧孩孯孮孭孡孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬶
祇園祭 嬨孧孩孯孮孭孡孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬶
∼ご 嬨孧孯嬩嬬 嬵
∼語 嬨孧孯嬩嬬 嬵
ごちゅうもんは？ 嬨孧孯季孨嬖孵孭孯孮孨孡嬩嬬

嬲嬸
ご注文は？ 嬨孧孯季孨嬖孵孭孯孮孨孡嬩嬬 嬲嬸
ごご 嬨孧孯孧孯嬩嬬 嬹
午後 嬨孧孯孧孯嬩嬬 嬹
ごはん 嬨孧孯孨孡孮嬩嬬 嬱嬳
∼で ございます 嬨孧孯孪孩孩孭孡孳孵嬩嬬 嬸
ごかぞく 嬨孧孯孫孡孺孯孫孵嬩嬬 嬳嬱
ご家族 嬨孧孯孫孡孺孯孫孵嬩嬬 嬳嬱
ゴルフ 嬨孧孯孬孵学孵嬩嬬 嬳嬸
ごめんください 嬨孧孯孭孥孮孫孵孤孡孳孡孩嬩嬬

嬱嬶
∼ ごろ 嬨孧孯孲孯嬩嬬 嬲嬸
ごしゅじん 嬨孧孯孳孨孵孪孩孮嬩嬬 嬱嬹
ご主人 嬨孧孯孳孨孵孪孩孮嬩嬬 嬱嬹
ごぜん 嬨孧孯孺孥孮嬩嬬 嬹
午前 嬨孧孯孺孥孮嬩嬬 嬹
∼ ぐらい 嬨孧孵孲孡孩嬩嬬 嬲嬴
ぎゅうどん 嬨孧孹嬖孵孤孯孮嬩嬬 嬲嬸

牛どん 嬨孧孹嬖孵孤孯孮嬩嬬 嬲嬸
ぎゅうにゅう 嬨ミルク嬩 嬨孧孹嬖孵孮孹嬖孵嬩嬬

嬱嬳
牛乳 嬨孧孹嬖孵孮孹嬖孵嬩嬬 嬱嬳

は 嬨孨孡嬩嬬 嬳嬲
歯 嬨孨孡嬩嬬 嬳嬲
はがき 嬨孨孡孧孡孫孩嬩嬬 嬲嬳
はは 嬨孨孡孨孡嬩嬬 嬱嬵
母 嬨孨孡孨孡嬩嬬 嬱嬵
はい 嬨孨孡孩嬩嬬 嬳
はいります 嬨孨孡孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷嬬 嬳嬲嬬

嬳嬴
入ります 嬨孨孡孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷嬬 嬳嬲嬬 嬳嬴
はいしゃ 嬨孨孡孩孳孨孡嬩嬬 嬳嬱
歯医者 嬨孨孡孩孳孨孡嬩嬬 嬳嬱
はじめ 嬨孨孡孪孩孭孥嬩嬬 嬴嬰
初め 嬨孨孡孪孩孭孥嬩嬬 嬴嬰
はじめまして 嬨孨孡孪孩孭孥孭孡孳孨孩孴孥嬩嬬

嬳
初めまして 嬨孨孡孪孩孭孥孭孡孳孨孩孴孥嬩嬬 嬳
はじめます 嬨孨孡孪孩孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
始めます 嬨孨孡孪孩孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
はじめて 嬨孨孡孪孩孭孥孴孥嬩嬬 嬲嬶
初めて 嬨孨孡孪孩孭孥孴孥嬩嬬 嬲嬶
はかた 嬨孨孡孫孡孴孡嬩嬬 嬱嬲
博多 嬨孨孡孫孡孴孡嬩嬬 嬱嬲
はこ 嬨孨孡孫孯嬩嬬 嬲嬱
箱 嬨孨孡孫孯嬩嬬 嬲嬱
はん 嬨孨孡孮嬩嬬 嬹
半 嬨孨孡孮嬩嬬 嬹
はな 嬨孨孡孮孡嬩嬬 嬱嬵
花 嬨孨孡孮孡嬩嬬 嬱嬵
はなします 嬨孨孡孮孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
話します 嬨孨孡孮孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
ハンサム孛な孝 嬨孨孡孮孳孡孭孵嬩嬬 嬱嬷
はらいます 嬨孨孡孲孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
払います 嬨孨孡孲孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
はる 嬨孨孡孲孵嬩嬬 嬲嬵
春 嬨孨孡孲孵嬩嬬 嬲嬵
はさみ 嬨孨孡孳孡孭孩嬩嬬 嬱嬵

嬴嬶
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はし 嬨孨孡孳孨孩嬩嬬 嬱嬵
はたらきます 嬨孨孡孴孡孲孡孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹
働きます 嬨孨孡孴孡孲孡孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹
はつか 嬨孨孡孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬲
２０日 嬨孨孡孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬲
はやい 嬨孨孡孹孡孩嬩嬬 嬲嬵
早い 嬨孨孡孹孡孩嬩嬬 嬲嬵
速い 嬨孨孡孹孡孩嬩嬬 嬲嬵
はやく 嬨孨孡孹孡孫孵嬩嬬 嬲嬰
早く 嬨孨孡孹孡孫孵嬩嬬 嬲嬰
速く 嬨孨孡孹孡孫孵嬩嬬 嬲嬰
へえ 嬨孨孥孥嬩嬬 嬳嬶
へた孛な孝 嬨孨孥孴孡嬩嬬 嬱嬹
下手孛な孝 嬨孨孥孴孡嬩嬬 嬱嬹
へや 嬨孨孥孹孡嬩嬬 嬷
部屋 嬨孨孥孹孡嬩嬬 嬷
ひ 嬨孨孩嬩嬬 嬳嬸
日 嬨孨孩嬩嬬 嬳嬸
ひだり 嬨孨孩孤孡孲孩嬩嬬 嬲嬲
左 嬨孨孩孤孡孲孩嬩嬬 嬲嬲
ひきます 嬨孨孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
弾きます 嬨孨孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
ひこうき 嬨孨孩孫嬖孯孫孩嬩嬬 嬱嬱
飛行機 嬨孨孩孫嬖孯孫孩嬩嬬 嬱嬱
ひくい 嬨孨孩孫孵孩嬩嬬 嬱嬷
低い 嬨孨孩孫孵孩嬩嬬 嬱嬷
ひま孛な孝 嬨孨孩孭孡嬩嬬 嬱嬷
暇孛な孝 嬨孨孩孭孡嬩嬬 嬱嬷
ひらがな 嬨孨孩孲孡孧孡孮孡嬩嬬 嬱嬹
ひろい 嬨孨孩孲孯孩嬩嬬 嬲嬷
広い 嬨孨孩孲孯孩嬩嬬 嬲嬷
ひる 嬨孨孩孲孵嬩嬬 嬹
昼 嬨孨孩孲孵嬩嬬 嬹
ひるごはん 嬨孨孩孲孵孧孯孧孡孮嬩嬬 嬱嬳
昼ごはん 嬨孨孩孲孵孧孯孧孡孮嬩嬬 嬱嬳
ひるやすみ 嬨孨孩孲孵孹孡孳孵孭孩嬩嬬 嬹
昼休み 嬨孨孩孲孵孹孡孳孵孭孩嬩嬬 嬹
ひと 嬨孨孩孴孯嬩嬬 嬱嬱
人 嬨孨孩孴孯嬩嬬 嬱嬱
ひとり 嬨孨孩孴孯孲孩嬩嬬 嬲嬳
１人 嬨孨孩孴孯孲孩嬩嬬 嬲嬳

ひとりで 嬨孨孩孴孯孲孩孤孥嬩嬬 嬱嬱
一人で 嬨孨孩孴孯孲孩孤孥嬩嬬 嬱嬱
ひとつ 嬨孨孩孴孯孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
１つ 嬨孨孩孴孯孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
ホッチキス 嬨孨孯季季孨孩孫孩孳孵嬩嬬 嬱嬵
孛けんこう孝ほけんしょう 嬨孨孯孫孥孮孳孨嬖孯嬩嬬

嬳嬴
孛健康孝保険証 嬨孨孯孫孥孮孳孨嬖孯嬩嬬 嬳嬴
ほん 嬨孨孯孮嬩嬬 嬵
本 嬨孨孯孮嬩嬬 嬵
ホンコン 嬨孨孯孮孫孯孮 嬽 孈孯孮孧 孋孯孮孧嬩嬬

嬲嬶
香港 嬨孨孯孮孫孯孮 嬽 孈孯孮孧 孋孯孮孧嬩嬬 嬲嬶
ほんのきもちです 嬨孨孯孮孮孯孫孩孭孯嬭

季孨孩孤孥孳孵嬩嬬 嬶
ほんの気持ちです 嬨孨孯孮孮孯孫孩孭孯嬭

季孨孩孤孥孳孵嬩嬬 嬶
ほんとうですか 嬨孨孯孮孴嬖孯孤孥孳孵孫孡嬩嬬

嬳嬶
ほにゃ 嬨孨孯孮孹孡嬩嬬 嬲嬱
本屋 嬨孨孯孮孹孡嬩嬬 嬲嬱
ほしい 嬨孨孯孳孨孩孩嬩嬬 嬲嬷
欲しい 嬨孨孯孳孨孩孩嬩嬬 嬲嬷
ホテル 嬨孨孯孴孥孬孵嬩嬬 嬲嬵
フエ 嬨孨孵孥 嬽 孈孵孥嬩嬬 嬳嬳
ひゃく 嬨孨孹孡孫孵嬩嬬 嬸
百 嬨孨孹孡孫孵嬩嬬 嬸

いちばん ∼ 嬨孩季孨孩孢孡孮嬩嬬 嬲嬲
いちど 嬨孩季孨孩孤孯嬩嬬 嬳嬸
一度 嬨孩季孨孩孤孯嬩嬬 嬳嬸
いちども 嬨孩季孨孩孤孯孭孯嬩嬬 嬳嬸
一度も 嬨孩季孨孩孤孯孭孯嬩嬬 嬳嬸
イギリス 嬨孩孧孩孬孩孳孵嬩嬬 嬴
いい 嬨孩孩嬩嬬 嬲嬵
いい 嬨よい 嬨孩孩嬩嬬 嬱嬷
いい 孛お孝 天気ですね 嬨孩孩 孯孴孥孮孫孩嬭

孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬲嬴
いい 孛お孝てんきですね 嬨孩孩 孯孴孥孮嬭

孫孩孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬲嬴
いいですね 嬨孩孩孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬱嬴

嬴嬷
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いいですよ 嬨孩孩孤孥孳孵孹孯嬩嬬 嬳嬰
いいえ 嬨孩孩孥嬩嬬 嬳
いいえ、 けっこうです 嬨孩孩孥嬩嬬 嬱嬸
孛∼ は孝 いかがですか 嬨孩孫孡孧孡孤孥嬭

孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬶
いけばな 嬨孩孫孥孢孡孮孡嬩嬬 嬲嬶
生け花 嬨孩孫孥孢孡孮孡嬩嬬 嬲嬶
いきます 嬨孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬱
行きます 嬨孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬱
いくら 嬨孩孫孵孲孡嬩嬬 嬸
いくつ 嬨孩孫孵孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
いま 嬨孩孭孡嬩嬬 嬹
今 嬨孩孭孡嬩嬬 嬹
います 嬨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬱嬬 嬲嬳
いもうと 嬨孩孭嬖孯孴孯嬩嬬 嬲嬴
妹 嬨孩孭嬖孯孴孯嬩嬬 嬲嬴
いもうとさん 嬨孩孭嬖孯孴孯孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
妹さん 嬨孩孭嬖孯孴孯孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
インド 嬨孩孮孤孯嬩嬬 嬴
インドネシア 嬨孩孮孤孯孮孥孳孩孡嬩嬬 嬴
孛お孝いのり 嬨孩孮孯孲孩嬩嬬 嬳嬶
孛お孝祈り 嬨孩孮孯孲孩嬩嬬 嬳嬶
いぬ 嬨孩孮孵嬩嬬 嬲嬱
犬 嬨孩孮孵嬩嬬 嬲嬱
いらっしゃい 嬨孩孲孡孳孳孨孡孩嬩嬬 嬱嬶
いらっしゃいませ 嬨孩孲孡孳孳孨孡孩孭孡孳孥嬩嬬

嬲嬴
いらっしゃいます 嬨孩孲孡孳孳孨孡孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬱
いれます 嬨孩孲孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
入れます 嬨孩孲孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
いります 嬨孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
要ります 嬨孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
いろいろ 嬨孩孲孯孩孲孯嬩嬬 嬴嬱
いろいろ孛な孝 嬨孩孲孯孩孲孯嬩嬬 嬲嬱
いしゃ 嬨孩孳孨孡嬩嬬 嬳
医者 嬨孩孳孨孡嬩嬬 嬳
いそがしい 嬨孩孳孯孧孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
忙しい 嬨孩孳孯孧孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
いそぎます 嬨孩孳孯孧孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
急ぎます 嬨孩孳孯孧孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹

いっしょに 嬨孩孳孳孨孯孮孩嬩嬬 嬱嬴
いっしょに いかがですか 嬨孩孳嬭

孳孨孯孮孩 孩孫孡孧孡孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬲嬰
いす 嬨孩孳孵嬩嬬 嬵
いただきます 嬨孩孴孡孤孡孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬶
孛∼が孝いたいです 嬨孩孴孡孩孤孥孳孵嬩嬬 嬳嬵
孛∼が孝痛いです 嬨孩孴孡孩孤孥孳孵嬩嬬 嬳嬵
イタリア 嬨孩孴孡孬孩孡嬩嬬 嬸
いつ 嬨孩孴孳孵嬩嬬 嬱嬲
いつか 嬨孩孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬲
５日 嬨孩孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬲
いつも 嬨孩孴孳孵孭孯嬩嬬 嬱嬴
いつつ 嬨孩孴孳孵孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
５つ 嬨孩孴孳孵孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
いって いらっしゃい 嬨孩孴孴孥 孩孲孡孳嬭

孳孨孡孩嬩嬬 嬲嬴
行って いらっしゃい 嬨孩孴孴孥 孩孲孡孳嬭

孳孨孡孩嬩嬬 嬲嬴
いって まいります 嬨孩孴孴孥 孭孡孩孲孩嬭

孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬴
行って まいります 嬨孩孴孴孥 孭孡孩孲孩嬭

孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬴

じゃ 嬨孪孡嬩嬬 嬸
ジャパン 嬨孪孡孰孡孮嬩嬬 嬲嬶
ジャズ 嬨孪孡孺孵嬩嬬 嬱嬹
ジュ一ス 嬨孪嬖孥孳孵嬩嬬 嬱嬳
じ 嬨孪孩嬩嬬 嬱嬹
一じ 嬨孪孩嬩嬬 嬹
一時 嬨孪孩嬩嬬 嬹
字 嬨孪孩嬩嬬 嬱嬹
じでんしゃ 嬨孪孩孤孥孮孳孨孡嬩嬬 嬱嬱
自転車 嬨孪孩孤孥孮孳孨孡嬩嬬 嬱嬱
自動車 嬨孪孩孤孯孳孨孡嬩嬬 嬵
じどうしゃ 嬨孪孩孤嬖孯孳孨孡嬩嬬 嬵
じかん 嬨孪孩孫孡孮嬩嬬 嬱嬹
一じかん 嬨孪孩孫孡孮嬩嬬 嬲嬴
一時間 嬨孪孩孫孡孮嬩嬬 嬲嬴
時間 嬨孪孩孫孡孮嬩嬬 嬱嬹
じんじゃ 嬨孪孩孮孪孡嬩嬬 嬳嬳
神社 嬨孪孩孮孪孡嬩嬬 嬳嬳

嬴嬸
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じしょ 嬨孪孩孳孨孯嬩嬬 嬵
辞書 嬨孪孩孳孨孯嬩嬬 嬵
じつは 嬨孪孩孴孳孵孨孡嬩嬬 嬳嬸
実は 嬨孪孩孴孳孵孨孡嬩嬬 嬳嬸
ジョギング 嬨孪孯孧孩孮孧孵嬩嬬 嬳嬲
じむしょ 嬨孪孯孭孵孳孨孯嬩嬬 嬷
事務所 嬨孪孯孭孵孳孨孯嬩嬬 嬷
じょうず孛な孝 嬨孪嬖孯孺孵嬩嬬 嬱嬹
上手孛な孝 嬨孪嬖孯孺孵嬩嬬 嬱嬹
孊孒 嬨孊孒嬩嬬 嬳嬳
じゅこくひょう 嬨孪孵孮孩孫孵孨孹嬖孯嬩嬬 嬳嬱
時刻表 嬨孪孵孮孩孫孵孨孹嬖孯嬩嬬 嬳嬱
じゅうしょ 嬨孪嬖孵孳孨孯嬩嬬 嬲嬹
住所 嬨孪嬖孵孳孨孯嬩嬬 嬲嬹
じゅうよっか 嬨孪嬖孵孹孯孫孫孡嬩嬬 嬱嬲
１４日 嬨孪嬖孵孹孯孫孫孡嬩嬬 嬱嬲

かぼん 嬨孫孡孢孯孮嬩嬬 嬵
かぶき 嬨孫孡孢孵孫孩嬩嬬 嬱嬹
歌舞伎 嬨孫孡孢孵孫孩嬩嬬 嬱嬹
かちょう 嬨孫孡季孨嬖孯嬩嬬 嬳嬶
課長 嬨孫孡季孨嬖孯嬩嬬 嬳嬶
かえます 嬨孫孡孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
換えます 嬨孫孡孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
かえります 嬨孫孡孥孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬱
帰ります 嬨孫孡孥孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬱
かえします 嬨孫孡孥孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
返します 嬨孫孡孥孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
一かげつ 嬨孫孡孧孥孴孳孵嬩嬬 嬲嬴
一か月 嬨孫孡孧孥孴孳孵嬩嬬 嬲嬴
かぎ 嬨孫孡孧孩嬩嬬 嬵
嬭かい 嬨嬭がい嬩 嬨孫孡孩嬩嬬 嬷
嬭階 嬨孫孡孩嬩嬬 嬷
一かい 嬨孫孡孩嬩嬬 嬲嬳
一回 嬨孫孡孩嬩嬬 嬲嬳
かいだん 嬨孫孡孩孤孡孮嬩嬬 嬷
階段 嬨孫孡孩孤孡孮嬩嬬 嬷
かいぎ 嬨孫孡孩孧孩嬩嬬 嬲嬷
会議 嬨孫孡孩孧孩嬩嬬 嬲嬷
かいぎしつ 嬨孫孡孩孧孩孳孨孩孴孳孵嬩嬬 嬷
会議室 嬨孫孡孩孧孩孳孨孩孴孳孵嬩嬬 嬷

かいます 嬨孫孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
買います 嬨孫孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
かいものします 嬨孫孡孩孭孯孮孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬲嬷
買い物します 嬨孫孡孩孭孯孮孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬲嬷
かいしゃ 嬨孫孡孩孳孨孡嬩嬬 嬷
会社 嬨孫孡孩孳孨孡嬩嬬 嬷
かいしゃい 嬨孫孡孩孳孨孡孩孮嬩嬬 嬳
会社員 嬨孫孡孩孳孨孡孩孮嬩嬬 嬳
かかります 嬨孫孡孫孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬳
かけます 嬨孫孡孫孥孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
かきます 嬨孫孡孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
書きます 嬨孫孡孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
かきとめ 嬨孫孡孫孩孴孯孭孥嬩嬬 嬲嬴
書留 嬨孫孡孫孩孴孯孭孥嬩嬬 嬲嬴
かくにん 嬨孫孡孫孵孮孩孮嬩嬬 嬳嬳
確認 嬨孫孡孫孵孮孩孮嬩嬬 嬳嬳
かみ 嬨孫孡孭孩嬩嬬 嬱嬵嬬 嬳嬲
紙 嬨孫孡孭孩嬩嬬 嬱嬵
髪 嬨孫孡孭孩嬩嬬 嬳嬲
かんじ 嬨孫孡孮孪孩嬩嬬 嬱嬹
漢字 嬨孫孡孮孪孩嬩嬬 嬱嬹
かんこく 嬨孫孡孮孫孯孫孵嬩嬬 嬴
韓国 嬨孫孡孮孫孯孫孵嬩嬬 嬴
かのじょ 嬨孫孡孮孯孪孯嬩嬬 嬱嬱
彼女 嬨孫孡孮孯孪孯嬩嬬 嬱嬱
かんぱい 嬨孫孡孮孰孡孩嬩嬬 嬳嬸
乾杯 嬨孫孡孮孰孡孩嬩嬬 嬳嬸
かんたん 孛な孝 嬨孫孡孮孴孡孮嬩嬬 嬲嬵
簡単 孛な孝 嬨孫孡孮孴孡孮嬩嬬 嬲嬵
かお 嬨孫孡孯嬩嬬 嬳嬲
顔 嬨孫孡孯嬩嬬 嬳嬲
∼ から 嬨孫孡孲孡嬩嬬 嬲嬰
∼から 嬨孫孡孲孡嬩嬬 嬱嬰
∼からきました 嬨孫孡孲孡嬩嬬 嬳
からだ 嬨孫孡孲孡孤孡嬩嬬 嬳嬲
体 嬨孫孡孲孡孤孡嬩嬬 嬳嬲
からだに いい 嬨孫孡孲孡孤孡 孮孩 孩孩嬩嬬 嬳嬹
体に いい 嬨孫孡孲孡孤孡 孮孩 孩孩嬩嬬 嬳嬹
からい 嬨孫孡孲孡孩嬩嬬 嬲嬵

嬴嬹
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辛い 嬨孫孡孲孡孩嬩嬬 嬲嬵
から来ました 嬨孫孡孲孡孫孩孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬 嬳
カラオケ 嬨孫孡孲孡孯孫孥嬩嬬 嬱嬹
かれ 嬨孫孡孲孥嬩嬬 嬱嬱
彼 嬨孫孡孲孥嬩嬬 嬱嬱
カレ一孛ライス孝 嬨孫孡孲嬖孥 孛孲孡孩孳孵孝嬩嬬 嬲嬳
かります 嬨孫孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
借ります 嬨孫孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
かるい 嬨孫孡孲孵孩嬩嬬 嬲嬵
軽い 嬨孫孡孲孵孩嬩嬬 嬲嬵
かさ 嬨孫孡孳孡嬩嬬 嬵
傘 嬨孫孡孳孡嬩嬬 嬵
かしこまりました 嬨孫孡孳孨孩孫孯孭孡孲孩嬭

孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬 嬱嬰
かします 嬨孫孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
貨します 嬨孫孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
∼ かた 嬨孫孡孴孡嬩嬬 嬲嬹
∼ 方 嬨孫孡孴孡嬩嬬 嬲嬹
かたかな 嬨孫孡孴孡孫孡孮孡嬩嬬 嬱嬹
カタログ 嬨孫孡孴孡孬孯孧孵嬩嬬 嬳嬱
かつしかほくさい 嬨孫孡孴孳孵孳孨孩孫孡嬭

孨孯孫孵孳孡孩嬩嬬 嬳嬹
葛飾北斎 嬨孫孡孴孳孵孳孨孩孫孡孨孯孫孵孳孡孩嬩嬬 嬳嬹
かわ 嬨孫孡孷孡嬩嬬 嬲嬷
川 嬨孫孡孷孡嬩嬬 嬲嬷
かようび 嬨孫孡孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬹
火曜日 嬨孫孡孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬹
かぜ 嬨孫孡孺孥嬩嬬 嬳嬴
かぞく 嬨孫孡孺孯孫孵嬩嬬 嬱嬱
家族 嬨孫孡孺孯孫孵嬩嬬 嬱嬱
∼けど 嬨孫孥孤孯嬩嬬 嬴嬰
けいざい 嬨孫孥孩孺孡孩嬩嬬 嬲嬷
経済 嬨孫孥孩孺孡孩嬩嬬 嬲嬷
けっこんします 嬨孫孥孫孫孯孮孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬲嬷
結婚します 嬨孫孥孫孫孯孮孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
いいえ、けっこうです 嬨孫孥孫孫嬖孯孤孥孳孵嬩嬬

嬱嬸
けん 嬨孫孥孮嬩嬬 嬲嬱
県 嬨孫孥孮嬩嬬 嬲嬱

けんがくします 嬨孫孥孮孧孡孫孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬
嬳嬶

見学します 嬨孫孥孮孧孡孫孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
孛けんこう孝ほけんしょう 嬨孫孥孮孫嬖孯嬩嬬

嬳嬴
孛健康孝保険証 嬨孫孥孮孫嬖孯嬩嬬 嬳嬴
けんきゅうしゃ 嬨孫孥孮孫孹嬖孵孳孨孡嬩嬬 嬳
研究者 嬨孫孥孮孫孹嬖孵孳孨孡嬩嬬 嬳
けんきゅうします 嬨孫孥孮孫孹嬖孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬱
研究します 嬨孫孥孮孫孹嬖孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
けさ 嬨孫孥孳孡嬩嬬 嬹
けしゴム 嬨孫孥孳孨孩孧孯孭孵嬩嬬 嬱嬵
消しゴム 嬨孫孥孳孨孩孧孯孭孵嬩嬬 嬱嬵
けします 嬨孫孥孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
消します 嬨孫孥孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
ケ一キ 嬨孫嬖孥孫孩嬩嬬 嬳嬹
き 嬨孫孩嬩嬬 嬲嬱
木 嬨孫孩嬩嬬 嬲嬱
ききます 嬨孫孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
聞きます 嬨孫孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
きます 嬨孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬱
来ます 嬨孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬱
きみ 嬨孫孩孭孩嬩嬬 嬴嬰
君 嬨孫孩孭孩嬩嬬 嬴嬰
きもの 嬨孫孩孭孯孮孯嬩嬬 嬴嬰
着物 嬨孫孩孭孯孮孯嬩嬬 嬴嬰
きんえん 嬨孫孩孮孥孮嬩嬬 嬳嬴
禁煙 嬨孫孩孮孥孮嬩嬬 嬳嬴
きんがく 嬨孫孩孮孧孡孫孵嬩嬬 嬳嬳
金額 嬨孫孩孮孧孡孫孵嬩嬬 嬳嬳
きんかくじ 嬨孫孩孮孫孡孫孵孪孩嬩嬬 嬱嬸
金閣寺 嬨孫孩孮孫孡孫孵孪孩嬩嬬 嬱嬸
きのう 嬨孫孩孮嬖孯嬩嬬 嬹
きんようび 嬨孫孩孮孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
金曜日 嬨孫孩孮孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
きっぷ 嬨孫孩孰孰孵嬩嬬 嬱嬵
切符 嬨孫孩孰孰孵嬩嬬 嬱嬵
きらい孛な孝 嬨孫孩孲孡孩嬩嬬 嬱嬹
嫌い孛な孝 嬨孫孩孲孡孩嬩嬬 嬱嬹
もらいます 嬨孫孩孲孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵

嬵嬰



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

きれい孛な孝 嬨孫孩孲孥孩嬩嬬 嬱嬷
きります 嬨孫孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
切ります 嬨孫孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
きせつ 嬨孫孩孳孥孴孳孵嬩嬬 嬲嬵
季節 嬨孫孩孳孥孴孳孵嬩嬬 嬲嬵
きっさてん 嬨孫孩孳孳孡孴孥孮嬩嬬 嬲嬱
喫茶店 嬨孫孩孳孳孡孴孥孮嬩嬬 嬲嬱
きって 嬨孫孩孴孴孥嬩嬬 嬲嬳
切手 嬨孫孩孴孴孥嬩嬬 嬲嬳
こっち 嬨孫孯季季孨孩嬩嬬 嬴嬰
こちら 嬨孫孯季孨孩孲孡嬩嬬 嬷
こちらこそ よろしく 嬨孫孯季孨孩孲孡嬭

孫孯孳孯 孹孯孲孯孳孨孩孫孵嬩嬬 嬶
ことば 嬨孫孯孤孯孢孡嬩嬬 嬴嬰
こども 嬨孫孯孤孯孭孯嬩嬬 嬲嬰
子ども 嬨孫孯孤孯孭孯嬩嬬 嬲嬰
ここ 嬨孫孯孫孯嬩嬬 嬷
ここのか 嬨孫孯孫孯孮孯孫孡嬩嬬 嬱嬲
９日 嬨孫孯孫孯孮孯孫孡嬩嬬 嬱嬲
ここのつ 嬨孫孯孫孯孮孯孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
９つ 嬨孫孯孫孯孮孯孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
こくさい ∼ 嬨孫孯孫孵孳孡孩嬩嬬 嬳嬶
国際 ∼ 嬨孫孯孫孵孳孡孩嬩嬬 嬳嬶
こまかいおかね 嬨孫孯孭孡孫孡孩 孯孫孡孮孥嬩嬬

嬱嬹
細かいお金 嬨孫孯孭孡孫孡孩 孯孫孡孮孥嬩嬬 嬱嬹
こんばん 嬨孫孯孮孢孡孮嬩嬬 嬹
今晩 嬨孫孯孮孢孡孮嬩嬬 嬹
こんげつ 嬨孫孯孮孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
今月 嬨孫孯孮孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
この 嬨孫孯孮孯嬩嬬 嬵
このあいだ 嬨孫孯孮孯孡孩孤孡嬩嬬 嬴嬰
この間 嬨孫孯孮孯孡孩孤孡嬩嬬 嬴嬰
コンサ一ト 嬨孫孯孮孳嬖孡孴孯嬩嬬 嬱嬹
こんしゅう 嬨孫孯孮孳孨嬖孵嬩嬬 嬱嬱
今週 嬨孫孯孮孳孨嬖孵嬩嬬 嬱嬱
コピ一します 嬨孫孯孰嬖嬐孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
これ 嬨孫孯孲孥嬩嬬 嬵
これで おねがいします 嬨孫孯孲孥孤孥

孯孮孥孧孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬰

これでお願いします 嬨孫孯孲孥孤孥 孯孮孥嬭
孧孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬰

これから 嬨孫孯孲孥孫孡孲孡嬩嬬 嬱嬶
これからお世話になります 嬨孫孯嬭

孲孥孫孡孲孡 孯孳孥孷孡孮孩孮孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬
嬶

こたえ 嬨孫孯孴孡孥嬩嬬 嬳嬴
答え 嬨孫孯孴孡孥嬩嬬 嬳嬴
ことし 嬨孫孯孴孯孳孨孩嬩嬬 嬱嬱
こうちゃ 嬨孫嬖孯季孨孡嬩嬬 嬱嬳
紅茶 嬨孫嬖孯季孨孡嬩嬬 嬱嬳
こうえ 嬨孫嬖孯孥嬩嬬 嬲嬱
公園 嬨孫嬖孯孥嬩嬬 嬲嬱
コ一ヒ一 嬨孫嬖孯孨嬖嬐嬩嬬 嬵
こうこう 嬨孫嬖孯孫嬖孯嬩嬬 嬳嬱
高校 嬨孫嬖孯孫嬖孯嬩嬬 嬳嬱
こうしえん 嬨孫嬖孯孳孨孩孥孮嬩嬬 嬱嬲
甲子園 嬨孫嬖孯孳孨孩孥孮嬩嬬 嬱嬲
くち 嬨孫孵季孨孩嬩嬬 嬳嬲
口 嬨孫孵季孨孩嬩嬬 嬳嬲
くだもの 嬨孫孵孤孡孭孯孮孯嬩嬬 嬱嬳
果物 嬨孫孵孤孡孭孯孮孯嬩嬬 嬱嬳
孛∼を孝 ください 嬨孫孵孤孡孳孡孩嬩嬬 嬸
クラシック 嬨孫孵孬孡孳孩孫孫孵嬩嬬 嬱嬹
くもり 嬨孫孵孭孯孲孩嬩嬬 嬲嬵
曇り 嬨孫孵孭孯孲孩嬩嬬 嬲嬵
∼くん 嬨孫孵孮嬩嬬 嬴嬰
∼君 嬨孫孵孮嬩嬬 嬴嬰
孛お孝くに 嬨孫孵孮孩嬩嬬 嬷
孛お孝国 嬨孫孵孮孩嬩嬬 嬷
くにへ かえるの？ 嬨孫孵孮孩孨孥 孫孡孥嬭

孲孵孮孯嬩嬬 嬴嬰
国へ帰るの？ 嬨孫孵孮孩孨孥 孫孡孥孲孵孮孯嬩嬬

嬴嬰
くらい 嬨孫孵孲孡孩嬩嬬 嬳嬲
暗い 嬨孫孵孲孡孩嬩嬬 嬳嬲
クリスマス 嬨孫孵孲孩孳孵孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
くろい 嬨孫孵孲孯孩嬩嬬 嬱嬷
黒い 嬨孫孵孲孯孩嬩嬬 嬱嬷
くるま 嬨孫孵孲孵孭孡嬩嬬 嬱嬸
車 嬨孫孵孲孵孭孡嬩嬬 嬱嬸

嬵嬱
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くすり 嬨孫孵孳孵孲孩嬩嬬 嬳嬴
薬 嬨孫孵孳孵孲孩嬩嬬 嬳嬴
くつ 嬨孫孵孴孳孵嬩嬬 嬷
靴 嬨孫孵孴孳孵嬩嬬 嬷
くうこう 嬨孫嬖孵孫嬖孯嬩嬬 嬲嬵
空港 嬨孫嬖孵孫嬖孯嬩嬬 嬲嬵
キャッシェカ一ド 嬨孫孹孡孳孳孨孥孫嬖孡孤孯嬩嬬

嬳嬳
きょねん 嬨孫孹孯孮孥孮嬩嬬 嬱嬱
去年 嬨孫孹孯孮孥孮嬩嬬 嬱嬱
きょう 嬨孫孹嬖孯嬩嬬 嬹
きょうだい 嬨孫孹嬖孯孤孡孩嬩嬬 嬲嬴
兄弟 嬨孫孹嬖孯孤孡孩嬩嬬 嬲嬴
きょうし 嬨孫孹嬖孯孳孨孩嬩嬬 嬳
教師 嬨孫孹嬖孯孳孨孩嬩嬬 嬳
きょうしつ 嬨孫孹嬖孯孳孨孩孴孳孵嬩嬬 嬷
教室 嬨孫孹嬖孯孳孨孩孴孳孵嬩嬬 嬷
きゅうこう 嬨孫孹嬖孵孫嬖孯嬩嬬 嬱嬲
急行 嬨孫孹嬖孵孫嬖孯嬩嬬 嬱嬲

ロンドン 嬨孬孯孮孤孯孮嬩嬬 嬱嬰
ロサンゼルス 嬨孬孯孳孡孮孺孥孬孵孳孵 嬽 孌孯孳

孁孮孧孥孬孥孳嬩嬬 嬱嬰

まち 嬨孭孡季孨孩嬩嬬 嬱嬷
町 嬨孭孡季孨孩嬩嬬 嬱嬷
まちます 嬨孭孡季孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
待ちます 嬨孭孡季孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
まだ 嬨孭孡孤孡嬩嬬 嬱嬵
孛いいえ、孝まだまだです 嬨孭孡孤孡嬭

孭孡孤孡孤孥孳孵嬩嬬 嬳嬳
∼まで 嬨孭孡孤孥嬩嬬 嬱嬰
∼ までに 嬨孭孡孤孥孮孩嬩嬬 嬳嬵
まど 嬨孭孡孤孯嬩嬬 嬲嬱
窓 嬨孭孡孤孯嬩嬬 嬲嬱
まえ 嬨孭孡孥嬩嬬 嬲嬱
前 嬨孭孡孥嬩嬬 嬲嬱
まがります 嬨孭孡孧孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
曲がります 嬨孭孡孧孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
一まい 嬨孭孡孩嬩嬬 嬲嬳
一枚 嬨孭孡孩嬩嬬 嬲嬳

まいあさ 嬨孭孡孩孡孳孡嬩嬬 嬹
毎朝 嬨孭孡孩孡孳孡嬩嬬 嬹
まいばん 嬨孭孡孩孢孡孮嬩嬬 嬹
毎晩 嬨孭孡孩孢孡孮嬩嬬 嬹
まいにち 嬨孭孡孩孮孩季孨孩嬩嬬 嬹
毎日 嬨孭孡孩孮孩季孨孩嬩嬬 嬹
まいにちや 嬨孭孡孩孮孩季孨孩孹孡嬩嬬 嬲嬶
毎日屋 嬨孭孡孩孮孩季孨孩孹孡嬩嬬 嬲嬶
まん 嬨孭孡孮嬩嬬 嬸
万 嬨孭孡孮嬩嬬 嬸
まっすぐ 嬨孭孡孳孳孵孧孵嬩嬬 嬳嬰
また 嬨孭孡孴孡嬩嬬 嬲嬹
また いらっしゃって ください

嬨孭孡孴孡嬩嬬 嬱嬸
またこんどおねがいします 嬨孭孡孴孡

孫孯孮孤孯 孯孮孥孧孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬰
また 今度 お願いします 嬨孭孡孴孡

孫孯孮孤孯 孯孮孥孧孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬰
孛お孝まつり 嬨孭孡孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬵
孛お孝祭り 嬨孭孡孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬵
まず 嬨孭孡孺孵嬩嬬 嬳嬳
め 嬨孭孥嬩嬬 嬳嬲
目 嬨孭孥嬩嬬 嬳嬲
めいし 嬨孭孥孩孳孨孩嬩嬬 嬵
名刺 嬨孭孥孩孳孨孩嬩嬬 嬵
メキシコ 嬨孭孥孫孩孳孩孫孯嬩嬬 嬱嬴
嬭メ一トル 嬨孭嬖孥孴孯孲孵嬩嬬 嬳嬶
みどり 嬨孭孩孤孯孲孩嬩嬬 嬳嬳
緑 嬨孭孩孤孯孲孩嬩嬬 嬳嬳
みどりとしょかん 嬨孭孩孤孯孲孩孴孯孳孨孯嬭

孫孡孮嬩嬬 嬱嬰
みどり図書館 嬨孭孩孤孯孲孩孴孯孳孨孯孫孡孮嬩嬬

嬱嬰
みぎ 嬨孭孩孧孩嬩嬬 嬲嬲
右 嬨孭孩孧孩嬩嬬 嬲嬲
みじかい 嬨孭孩孪孩孫孡孩嬩嬬 嬳嬲
短い 嬨孭孩孪孩孫孡孩嬩嬬 嬳嬲
みかん 嬨孭孩孫孡孮嬩嬬 嬲嬳
みっか 嬨孭孩孫孫孡嬩嬬 嬱嬱
３日 嬨孭孩孫孫孡嬩嬬 嬱嬱

嬵嬲
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ぎゅうにゅう 嬨ミルク嬩 嬨孭孩孬孵孫孵嬩嬬
嬱嬳

みます 嬨孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
見ます 嬨孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
みみ 嬨孭孩孭孩嬩嬬 嬳嬲
耳 嬨孭孩孭孩嬩嬬 嬳嬲
みなさん 嬨孭孩孮孡孳孡孮嬩嬬 嬳
皆さん 嬨孭孩孮孡孳孡孮嬩嬬 嬳
みんな 嬨孭孩孮孮孡嬩嬬 嬲嬴
みんなで 嬨孭孩孮孮孡孤孥嬩嬬 嬴嬰
みせ 嬨孭孩孳孥嬩嬬 嬱嬴
店 嬨孭孩孳孥嬩嬬 嬱嬴
みせます 嬨孭孩孳孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
見せます 嬨孭孩孳孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
孛∼を孝 みせて ください 嬨孭孩孳孥孴孥

孫孵孤孡孳孡孩嬩嬬 嬸
孛∼を孝 見せて ください 嬨孭孩孳孥孴孥

孫孵孤孡孳孡孩嬩嬬 嬸
みっつ 嬨孭孩孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
３つ 嬨孭孩孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
みず 嬨孭孩孺孵嬩嬬 嬱嬳
水 嬨孭孩孺孵嬩嬬 嬱嬳
もちます 嬨孭孯季孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
持ちます 嬨孭孯季孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
もくようび 嬨孭孯孫孵孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
木曜日 嬨孭孯孫孵孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
もみじ 嬨孭孯孭孩孪孩嬩嬬 嬲嬶
紅葉 嬨孭孯孭孩孪孩嬩嬬 嬲嬶
もんだい 嬨孭孯孮孤孡孩嬩嬬 嬳嬴
問題 嬨孭孯孮孤孡孩嬩嬬 嬳嬴
もの 嬨孭孯孮孯嬩嬬 嬲嬱
物 嬨孭孯孮孯嬩嬬 嬲嬱
もしもし 嬨孭孯孳孨孩孭孯孳孨孩嬩嬬 嬲嬰
もっていきます 嬨孭孯孴孴孥 孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬴
持って行きます 嬨孭孯孴孴孥 孩孫孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬴
もって きます 嬨孭孯孴孴孥 孫孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬴
持って 来ます 嬨孭孯孴孴孥 孫孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬴

孛∼、孝もういっぱいいかがです
か 嬨孭嬖孯嬩嬬 嬱嬸

孛∼、孝 もう 一杯 いかがですか
嬨孭嬖孯嬩嬬 嬱嬸

もう ∼ 嬨孭嬖孯嬩嬬 嬳嬰
もう ∼です孛ね孝 嬨孭嬖孯嬩嬬 嬱嬸
もう 嬨孭嬖孯嬩嬬 嬱嬵
もう すこし 嬨孭嬖孯 孳孵孫孯孳孨孩嬩嬬 嬲嬹
もう 少し 嬨孭嬖孯 孳孵孫孯孳孨孩嬩嬬 嬲嬹
もうすぐ 嬨孭嬖孯孳孵孧孵嬩嬬 嬳嬸
むいか 嬨孭孵孩孫孡嬩嬬 嬱嬲
６日 嬨孭孵孩孫孡嬩嬬 嬱嬲
むかえます 嬨孭孵孫孡孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
迎えます 嬨孭孵孫孡孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
むり 嬨孭孵孲孩嬩嬬 嬳嬹
無理 嬨孭孵孲孩嬩嬬 嬳嬹
むっつ 嬨孭孵孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
６つ 嬨孭孵孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
むずかしい 嬨孭孵孺孵孫孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
難しい 嬨孭孵孺孵孫孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷

ながい 嬨孮孡孧孡孩嬩嬬 嬳嬲
長い 嬨孮孡孧孡孩嬩嬬 嬳嬲
ナイフ 嬨孮孡孩学孵嬩嬬 嬱嬵
なか 嬨孮孡孫孡嬩嬬 嬲嬲
中 嬨孮孡孫孡嬩嬬 嬲嬲
なかなか 嬨孮孡孫孡孮孡孫孡嬩嬬 嬳嬶
なくします 嬨孮孡孫孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
なまえ 嬨孮孡孭孡孥嬩嬬 嬲嬹
名前 嬨孮孡孭孡孥嬩嬬 嬲嬹
なん 嬨孮孡孮嬩嬬 嬵
何 嬨孮孡孮嬩嬬 嬵
ななつ 嬨孮孡孮孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
７つ 嬨孮孡孮孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
なんばん 嬨孮孡孮孢孡孮嬩嬬 嬱嬰
何番 嬨孮孡孮孢孡孮嬩嬬 嬱嬰
なんですか 嬨孮孡孮孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬴
何ですか 嬨孮孡孮孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬴
なんがい 嬨孮孡孮孧孡孩嬩嬬 嬷
何階 嬨孮孡孮孧孡孩嬩嬬 嬷
なんがつ 嬨孮孡孮孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱

嬵嬳
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何月 嬨孮孡孮孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
なに 嬨孮孡孮孩嬩嬬 嬱嬴
何 嬨孮孡孮孩嬩嬬 嬱嬴
なにか 嬨孮孡孮孩孫孡嬩嬬 嬲嬸
何か 嬨孮孡孮孩孫孡嬩嬬 嬲嬸
なんじ 嬨孮孡孮孪孩嬩嬬 嬹
何時 嬨孮孡孮孪孩嬩嬬 嬹
なんかいも 嬨孮孡孮孫孡孩孭孯嬩嬬 嬳嬸
何回も 嬨孮孡孮孫孡孩孭孯嬩嬬 嬳嬸
なんにち 嬨孮孡孮孮孩季孨孩嬩嬬 嬱嬲
何日 嬨孮孡孮孮孩季孨孩嬩嬬 嬱嬲
なのか 嬨孮孡孮孯孫孡嬩嬬 嬱嬲
７日 嬨孮孡孮孯孫孡嬩嬬 嬱嬲
なんぷん 嬨孮孡孮孰孵孮嬩嬬 嬹
何分 嬨孮孡孮孰孵孮嬩嬬 嬹
なんさい 嬨孮孡孮孳孡孩嬩嬬 嬳
何歳 嬨孮孡孮孳孡孩嬩嬬 嬳
なんようび 嬨孮孡孮孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
何曜日 嬨孮孡孮孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
なおします 嬨孮孡孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
直します 嬨孮孡孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
ならいます 嬨孮孡孲孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
習います 嬨孮孡孲孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
なります 嬨孮孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
なつ 嬨孮孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬵
夏 嬨孮孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬵
ねこ 嬨孮孥孫孯嬩嬬 嬲嬱
猫 嬨孮孥孫孯嬩嬬 嬲嬱
ネクタイ 嬨孮孥孫孵孴孡孩嬩嬬 嬷
ねます 嬨孮孥孭孡孳孵嬩嬬 嬹
寝ます 嬨孮孥孭孡孳孵嬩嬬 嬹
ねむい 嬨孮孥孭孵孩嬩嬬 嬳嬸
眠い 嬨孮孥孭孵孩嬩嬬 嬳嬸
一ねん 嬨孮孥孮嬩嬬 嬲嬴
一年 嬨孮孥孮嬩嬬 嬲嬴
ねつ 嬨孮孥孴孳孵嬩嬬 嬳嬴
熱 嬨孮孥孴孳孵嬩嬬 嬳嬴
一にち 嬨孮孩季孨孩嬩嬬 嬱嬲
一日 嬨孮孩季孨孩嬩嬬 嬱嬲
にちらは ∼ さんです 嬨孮孩季孨孩孲孡嬩嬬

嬳

にちようび 嬨孮孩季孨孩孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
日曜日 嬨孮孩季孨孩孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬰
にぎやか孛な孝 嬨孮孩孧孩孹孡孫孡嬩嬬 嬱嬷
にほん 嬨孮孩孨孯孮嬩嬬 嬴
日本 嬨孮孩孨孯孮嬩嬬 嬴
にほんご 嬨孮孩孨孯孮孧孯嬩嬬 嬵
にほん語 嬨孮孩孨孯孮孧孯嬩嬬 嬵
にほんの せいかつに なれまし

たか 嬨孮孩孨孯孮孮孯 孳孥孩孫孡孴孳孵 孮孩
孮孡孲孥孭孡孳孨孩孴孡孫孡嬩嬬 嬱嬸

日本の生活に 慣れましたか 嬨孮孩嬭
孨孯孮孮孯 孳孥孩孫孡孴孳孵 孮孩 孮孡孲孥孭孡嬭
孳孨孩孴孡孫孡嬩嬬 嬱嬸

にじゅうよっか 嬨孮孩孪嬖孩孹孯孫孫孡嬩嬬 嬱嬲
２４日 嬨孮孩孪嬖孩孹孯孫孫孡嬩嬬 嬱嬲
にっき 嬨孮孩孫孫孩嬩嬬 嬳嬶
日記 嬨孮孩孫孫孩嬩嬬 嬳嬶
にく 嬨孮孩孫孵嬩嬬 嬱嬳
肉 嬨孮孩孫孵嬩嬬 嬱嬳
にもつ 嬨孮孩孭孯孴孳孵嬩嬬 嬱嬵
荷物 嬨孮孩孭孯孴孳孵嬩嬬 嬱嬵
一にん 嬨孮孩孮嬩嬬 嬲嬳
一人 嬨孮孩孮嬩嬬 嬲嬳
にっぽんばし 嬨孮孩孰孰孯孮孢孡孳孨孩嬩嬬 嬳嬱
日本橋 嬨孮孩孰孰孯孮孢孡孳孨孩嬩嬬 嬳嬱
にわ 嬨孮孩孷孡嬩嬬 嬱嬴
庭 嬨孮孩孷孡嬩嬬 嬱嬴
のぼります 嬨孮孯孢孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
登ります 嬨孮孯孢孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
のど 嬨孮孯孤孯嬩嬬 嬳嬵
のどが かわきました 嬨孮孯孤孯孧孡

孫孡孷孡孫孩孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬 嬲嬸
のみます 嬨孮孯孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳嬬 嬳嬴
飲みます 嬨孮孯孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳嬬 嬳嬴
のみもの 嬨孮孯孭孩孭孯孮孯嬩嬬 嬱嬹
飲み物 嬨孮孯孭孩孭孯孮孯嬩嬬 嬱嬹
のりば 嬨孮孯孲孩孢孡嬩嬬 嬲嬱
乗り場 嬨孮孯孲孩孢孡嬩嬬 嬲嬱
のりかえます 嬨孮孯孲孩孫孡孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
乗り換えます 嬨孮孯孲孩孫孡孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
のります 嬨孮孯孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲

嬵嬴



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

乗ります 嬨孮孯孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
ノ一ト 嬨孮孯孴孯嬩嬬 嬵
ぬぎます 嬨孮孵孧孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
脱ぎます 嬨孮孵孧孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
ニュ一ヨ一ク 嬨孮孹嬖孵孹嬖孯孫孵嬩嬬 嬱嬰

おぼえます 嬨孯孢孯孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
覚えます 嬨孯孢孯孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
おちゃ 嬨孯季孨孡嬩嬬 嬱嬳嬬 嬳嬸
お茶 嬨孯季孨孡嬩嬬 嬱嬳嬬 嬳嬸
おだいじに 嬨孯孤孡孩孪孩孮孩嬩嬬 嬳嬵
お大事に 嬨孯孤孡孩孪孩孮孩嬩嬬 嬳嬵
おでかけですか 嬨孯孤孥孫孡孫孥孤孥孳孵孫孡嬩嬬

嬲嬴
お出かけですか 嬨孯孤孥孫孡孫孥孤孥孳孵孫孡嬩嬬

嬲嬴
孛お孝ふろ 嬨孯学孵孲孯嬩嬬 嬳嬴
おげんきですか 嬨孯孧孥孮孫孩孤孥孳孵孫孡嬩嬬

嬱嬸
お元気ですか 嬨孯孧孥孮孫孩孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬸
孛お孝はなみ 嬨孯孨孡孮孡孭孩嬩嬬 嬱嬴
孛お孝花見 嬨孯孨孡孮孡孭孩嬩嬬 嬱嬴
おはようテレビ 嬨孯孨孡孹嬖孯 孴孥孬孥孢孩嬩嬬

嬲嬸
おひきだしですか 嬨孯孨孩孫孩孤孡孳孨孩嬭

孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬳嬳
お引き出しですか 嬨孯孨孩孫孩孤孡孳孨孩嬭

孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬳嬳
孛お孝いのり 嬨孯孩孮孯孲孩嬩嬬 嬳嬶
孛お孝祈り 嬨孯孩孮孯孲孩嬩嬬 嬳嬶
おいしい 嬨孯孩孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
おかあさん 嬨孯孫孡孡孳孡孮嬩嬬 嬱嬵
お母さん 嬨孯孫孡孡孳孡孮嬩嬬 嬱嬵
おかえりなさい 嬨孯孫孡孥孲孩孮孡孳孡孩嬩嬬 嬲嬶
お帰りなさい 嬨孯孫孡孥孲孩孮孡孳孡孩嬩嬬 嬲嬶
おかね 嬨孯孫孡孮孥嬩嬬 嬱嬵
お金 嬨孯孫孡孮孥嬩嬬 嬱嬵
おきます 嬨孯孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹嬬 嬳嬱
置きます 嬨孯孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
起きます 嬨孯孫孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹
おく 嬨孯孫孵嬩嬬 嬲嬲

奥 嬨孯孫孵嬩嬬 嬲嬲
孛お孝くに 嬨孯孫孵孮孩嬩嬬 嬷
孛お孝国 嬨孯孫孵孮孩嬩嬬 嬷
おくります 嬨孯孫孵孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
送ります 嬨孯孫孵孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵
おくさん 嬨孯孫孵孳孡孮嬩嬬 嬲嬰
奥さん 嬨孯孫孵孳孡孮嬩嬬 嬲嬰
孛しょうしょう孝 おまち ください

嬨孯孭孡季孨孩嬩嬬 嬲嬸
孛少々孝 お待ち ください 嬨孯孭孡嬭

季孨孩嬩嬬 嬲嬸
孛お孝まつり 嬨孯孭孡孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬵
孛お孝祭り 嬨孯孭孡孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬵
おみやげ 嬨孯孭孩孹孡孧孥嬩嬬 嬱嬶
お土産 嬨孯孭孩孹孡孧孥嬩嬬 嬱嬶
おもい 嬨孯孭孯孩嬩嬬 嬲嬵
重い 嬨孯孭孯孩嬩嬬 嬲嬵
おもいだします 嬨孯孭孯孩孤孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬱
思い出します 嬨孯孭孯孩孤孡孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬱
おもしろい 嬨孯孭孯孳孨孩孲孯孩嬩嬬 嬱嬷
おなか 嬨孯孮孡孫孡嬩嬬 嬳嬲
おなかが いっぱいです 嬨孯孮孡嬭

孫孡孧孡 孩孰孰孡孩孤孥孳孵嬩嬬 嬲嬸
おなかが すきました 嬨孯孮孡孫孡孧孡

孳孵孫孩孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬 嬲嬸
おなまえは 嬨孯孮孡孭孡孥孨孡嬩嬬 嬳
お名前は 嬨孯孮孡孭孡孥孨孡嬩嬬 嬳
おねえさん 嬨孯孮孥孥孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
お姉さん 嬨孯孮孥孥孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
おねがいします 嬨孯孮孥孧孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬱嬰
お願いします 嬨孯孮孥孧孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬱嬰
おんがく 嬨孯孮孧孡孫孵嬩嬬 嬱嬹
音楽 嬨孯孮孧孡孫孵嬩嬬 嬱嬹
おにいさん 嬨孯孮孩孩孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
お兄さん 嬨孯孮孩孩孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
おんなのひと 嬨孯孮孮孡孮孯孨孩孴孯嬩嬬 嬲嬱
女の人 嬨孯孮孮孡孮孯孨孩孴孯嬩嬬 嬲嬱

嬵嬵



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

おんなのこ 嬨孯孮孮孡孮孯孫孯嬩嬬 嬲嬱
女の子 嬨孯孮孮孡孮孯孫孯嬩嬬 嬲嬱
おおい 嬨孯孯孩嬩嬬 嬲嬵
多い 嬨孯孯孩嬩嬬 嬲嬵
おおきい 嬨孯孯孫孩孩嬩嬬 嬱嬷
大きい 嬨孯孯孫孩孩嬩嬬 嬱嬷
おおさかデパ一ト 嬨孯孯孳孡孫孡孤孥孰嬖孯孡孴孯嬩嬬

嬱嬰
大阪デパ一ト 嬨孯孯孳孡孫孡孤孥孰嬖孯孡孴孯嬩嬬

嬱嬰
おおさかじょう 嬨孯孯孳孡孫孡孪嬖孯嬩嬬 嬱嬲
大阪城 嬨孯孯孳孡孫孡孪嬖孯嬩嬬 嬱嬲
おおさかじょうこうえん 嬨孯孯孳孡嬭

孫孡孪嬖孯孫嬖孯孥孮嬩嬬 嬱嬴
大阪城公園 嬨孯孯孳孡孫孡孪嬖孯孫嬖孯孥孮嬩嬬 嬱嬴
おります 嬨孯孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
降ります 嬨孯孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
孛お孝さけ 嬨孯孳孡孫孥嬩嬬 嬱嬳
孛お孝酒 嬨孯孳孡孫孥嬩嬬 嬱嬳
おしえます 嬨孯孳孨孩孥孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵嬬 嬲嬹
教えます 嬨孯孳孨孩孥孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬵嬬 嬲嬹
孛お孝しごと 嬨孯孳孨孩孧孯孴孯嬩嬬 嬱嬸
孛お孝仕事 嬨孯孳孨孩孧孯孴孯嬩嬬 嬱嬸
おします 嬨孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
押します 嬨孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
おそい 嬨孯孳孯孩嬩嬬 嬲嬵
遅い 嬨孯孳孯孩嬩嬬 嬲嬵
孛お孝すし 嬨孯孳孵孳孨孩嬩嬬 嬲嬶
オ一ストラリア 嬨孯孳孵孴孯孲孡孬孩孡嬩嬬 嬲嬴
孛お孝てら 嬨孯孴孥孲孡嬩嬬 嬳嬳
孛お孝寺 嬨孯孴孥孲孡嬩嬬 嬳嬳
おといあわせのばんごう 嬨孯孴孯孩孡嬭

孷孡孳孥孮孯孢孡孮孧嬖孯嬩嬬 嬱嬰
お問い合わせの番号 嬨孯孴孯孩孡孷孡孳孥嬭

孮孯孢孡孮孧嬖孯嬩嬬 嬱嬰
おとこのひと 嬨孯孴孯孫孯孮孯孨孩孴孯嬩嬬 嬲嬱
男の人 嬨孯孴孯孫孯孮孯孨孩孴孯嬩嬬 嬲嬱
おとこのこ 嬨孯孴孯孫孯孮孯孫孯嬩嬬 嬲嬱
男の子 嬨孯孴孯孫孯孮孯孫孯嬩嬬 嬲嬱
おととい 嬨孯孴孯孴孯孩嬩嬬 嬹
おとうさん 嬨孯孴嬖孯孳孡孮嬩嬬 嬱嬵

お父さん 嬨孯孴嬖孯孳孡孮嬩嬬 嬱嬵
おとうと 嬨孯孴嬖孯孴孯嬩嬬 嬲嬴
弟 嬨孯孴嬖孯孴孯嬩嬬 嬲嬴
おとうとさん 嬨孯孴嬖孯孴孯孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
弟さん 嬨孯孴嬖孯孴孯孳孡孮嬩嬬 嬲嬴
おつり 嬨孯孴孳孵孲孩嬩嬬 嬳嬰
お釣り 嬨孯孴孳孵孲孩嬩嬬 嬳嬰
おっと／しゅじん 嬨孯孴孴孯嬩嬬 嬲嬰
夫／主人 嬨孯孴孴孯嬩嬬 嬲嬰
おわり 嬨孯孷孡孲孩嬩嬬 嬴嬰
終わり 嬨孯孷孡孲孩嬩嬬 嬴嬰
おわります 嬨孯孷孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹
終わります 嬨孯孷孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹
およぎます 嬨孯孹孯孧孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
泳ぎます 嬨孯孹孯孧孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
おざわ せいじ 嬨孯孺孡孷孡 孳孥孩孪孩嬩嬬 嬲嬰
小沢 征爾 嬨孯孺孡孷孡 孳孥孩孪孩嬩嬬 嬲嬰

パチンコ 嬨孰孡季孨孩孮孫孯嬩嬬 嬳嬸
パン 嬨孰孡孮嬩嬬 嬱嬳
パンチ 嬨孰孡孮季孨孩嬩嬬 嬱嬵
パソコン 嬨孰孡孳孯孫孯孮嬩嬬 嬱嬵
パスポ一ト 嬨孰孡孳孵孰嬖孯孴孯嬩嬬 嬲嬹
パ一テイ一 嬨孰嬖孡孴孥嬖嬐嬩嬬 嬲嬵
ペキン 嬨孰孥孫孩孮嬩嬬 嬱嬰
北京 嬨孰孥孫孩孮嬩嬬 嬱嬰
ピアノ 嬨孰孩孡孮孯嬩嬬 嬳嬶
ポスト 嬨孰孯孳孵孴孯嬩嬬 嬲嬱
プレイガイド 嬨孰孵孬孥孩孧孡孩孤孯嬩嬬 嬳嬱
一ふん 嬨一ぷん嬩 嬨孰孵孮嬩嬬 嬹
プレゼント 嬨孰孵孲孥孺孥孮孴孯嬩嬬 嬱嬵
プ一ル 嬨孰嬖孵孬孵嬩嬬 嬲嬷

らいげつ 嬨孲孡孩孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
来月 嬨孲孡孩孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
らいねん 嬨孲孡孩孮孥孮嬩嬬 嬱嬱
来年 嬨孲孡孩孮孥孮嬩嬬 嬱嬱
らいしゅう 嬨孲孡孩孳孨嬖孵嬩嬬 嬱嬱
来週 嬨孲孡孩孳孨嬖孵嬩嬬 嬱嬱
ラジオ 嬨孲孡孪孩孯嬩嬬 嬵
れいぞうこ 嬨孲孥孩孺嬖孯孫孯嬩嬬 嬲嬱

嬵嬶
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冷蔵庫 嬨孲孥孩孺嬖孯孫孯嬩嬬 嬲嬱
れんしゅうします 嬨孲孥孮孳孨嬖孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬸
練習します 嬨孲孥孮孳孨嬖孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
レポ一ト 嬨孲孥孰嬖孯孴孯嬩嬬 嬱嬳
レストラン 嬨孲孥孳孵孴孯孲孡孮嬩嬬 嬱嬴
りんご 嬨孲孩孮孧孯嬩嬬 嬲嬳
ロビ一 嬨孲孯孢嬖嬐嬩嬬 嬷
ロシア 嬨孲孯孳孨孩孡嬩嬬 嬲嬸
ロ一マじ 嬨孲嬖孯孭孡孪孩嬩嬬 嬱嬹
ロ一マ字 嬨孲嬖孯孭孡孪孩嬩嬬 嬱嬹
りょこう 嬨孲孹孯孫嬖孯嬩嬬 嬱嬶
旅行 嬨孲孹孯孫嬖孯嬩嬬 嬱嬶
りょう 嬨孲孹嬖孯嬩嬬 嬱嬸
寮 嬨孲孹嬖孯嬩嬬 嬱嬸
りょうり 嬨孲孹嬖孯孲孩嬩嬬 嬱嬹
料理 嬨孲孹嬖孯孲孩嬩嬬 嬱嬹
りょうしん 嬨孲孹嬖孯孳孨孩孮嬩嬬 嬲嬴
両親 嬨孲孹嬖孯孳孨孩孮嬩嬬 嬲嬴
りゅうがくせい 嬨孲孹嬖孵孧孡孫孵孳孥孩嬩嬬 嬳嬳
留学生 嬨孲孹嬖孵孧孡孫孵孳孥孩嬩嬬 嬳嬳

さあ 嬨孳孡孡嬩嬬 嬳嬰
さびしい 嬨孳孡孢孩孳孨孩孩嬩嬬 嬲嬷
寂しい 嬨孳孡孢孩孳孨孩孩嬩嬬 嬲嬷
嬭さい 嬨孳孡孩嬩嬬 嬳
一歳 嬨孳孡孩嬩嬬 嬳
さかな 嬨孳孡孫孡孮孡嬩嬬 嬱嬳
魚 嬨孳孡孫孡孮孡嬩嬬 嬱嬳
孛お孝さけ 嬨孳孡孫孥嬩嬬 嬱嬳
孛お孝酒 嬨孳孡孫孥嬩嬬 嬱嬳
サッカ一 嬨孳孡孫孫嬖孡嬩嬬 嬱嬴
さくら 嬨孳孡孫孵孲孡嬩嬬 嬱嬷
桜 嬨孳孡孫孵孲孡嬩嬬 嬱嬷
サラリ一マン 嬨孳孡孬孡孲孩孭孡孮嬩嬬 嬴嬰
さむい 嬨孳孡孭孵孩嬩嬬 嬱嬷
寒い 嬨孳孡孭孵孩嬩嬬 嬱嬷
サンドイッチ 嬨孳孡孮孤孯孩季季孨孩嬩嬬 嬲嬳
さんぽします 嬨孳孡孮孰孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
散歩します 嬨孳孡孮孰孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
さしみ 嬨孳孡孳孨孩孭孩嬩嬬 嬲嬵

刺身 嬨孳孡孳孨孩孭孩嬩嬬 嬲嬵
さとう 嬨孳孡孴嬖孯嬩嬬 嬲嬹
砂糖 嬨孳孡孴嬖孯嬩嬬 嬲嬹
サ一ビス 嬨孳嬖孡孢孩孳孵嬩嬬 嬳嬲
せが たかい 嬨孳孥孧孡 孴孡孫孡孩嬩嬬 嬳嬲
背が 高い 嬨孳孥孧孡 孴孡孫孡孩嬩嬬 嬳嬲
せいひん 嬨孳孥孩孨孩孮嬩嬬 嬳嬱
製品 嬨孳孥孩孨孩孮嬩嬬 嬳嬱
せいかつ 嬨孳孥孩孫孡孴孳孵嬩嬬 嬱嬸
生活 嬨孳孥孩孫孡孴孳孵嬩嬬 嬱嬸
せかい 嬨孳孥孫孡孩嬩嬬 嬲嬵
世界 嬨孳孥孫孡孩嬩嬬 嬲嬵
せまい 嬨孳孥孭孡孩嬩嬬 嬲嬷
狭い 嬨孳孥孭孡孩嬩嬬 嬲嬷
せん 嬨孳孥孮嬩嬬 嬸
千 嬨孳孥孮嬩嬬 嬸
せんげつ 嬨孳孥孮孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
先月 嬨孳孥孮孧孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬱
せんもん 嬨孳孥孮孭孯孮嬩嬬 嬳嬱
専門 嬨孳孥孮孭孯孮嬩嬬 嬳嬱
せんせい 嬨孳孥孮孳孥孩嬩嬬 嬳嬬 嬳嬴
先生 嬨孳孥孮孳孥孩嬩嬬 嬳嬬 嬳嬴
せんしゅう 嬨孳孥孮孳孨嬖孵嬩嬬 嬱嬱
先週 嬨孳孥孮孳孨嬖孵嬩嬬 嬱嬱
せんたくします 嬨孳孥孮孴孡孫孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬸
洗濯します 嬨孳孥孮孴孡孫孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
セロテ一プ 嬨孳孥孲孯孴嬖孥孰孵嬩嬬 嬱嬵
しゃ、また 孛あした孝 嬨孳孨孡嬩嬬 嬱嬴
しゃちょう 嬨孳孨孡季孨嬖孯嬩嬬 嬳嬶
社長 嬨孳孨孡季孨嬖孯嬩嬬 嬳嬶
しゃいん 嬨孳孨孡孩孮嬩嬬 嬳
社員 嬨孳孨孡孩孮嬩嬬 嬳
シャンハイ 嬨孳孨孡孮孨孡孩嬩嬬 嬱嬸
上海 嬨孳孨孡孮孨孡孩嬩嬬 嬱嬸
しゃしん 嬨孳孨孡孳孨孩孮嬩嬬 嬱嬳
写真 嬨孳孨孡孳孨孩孮嬩嬬 嬱嬳
シャツ 嬨孳孨孡孴孳孵嬩嬬 嬱嬵
シャワ一 嬨孳孨孡孷嬖孡嬩嬬 嬳嬳
「しちにんのさむらい」 嬨孳孨孩嬭

季孨孩孮孩孮孮孯孳孡孭孵孲孡孩嬩嬬 嬱嬸

嬵嬷
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「七人の侍」 嬨孳孨孩季孨孩孮孩孮孮孯孳孡孭孵嬭
孲孡孩嬩嬬 嬱嬸

孛お孝しごと 嬨孳孨孩孧孯孴孯嬩嬬 嬱嬸
孛お孝仕事 嬨孳孨孩孧孯孴孯嬩嬬 嬱嬸
しかし 嬨孳孨孩孫孡孳孨孩嬩嬬 嬳嬹
しけん 嬨孳孨孩孫孥孮嬩嬬 嬲嬵
試験 嬨孳孨孩孫孥孮嬩嬬 嬲嬵
します 嬨孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
しめます 嬨孳孨孩孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
閉めます 嬨孳孨孩孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
しんぶん 嬨孳孨孩孮孢孵孮嬩嬬 嬵
新聞 嬨孳孨孩孮孢孵孮嬩嬬 嬵
しんごう を みぎ へ まがって

ください 嬨孳孨孩孮孧嬖孯嬩嬬 嬳嬰
信号を 右へ 曲がって ください

嬨孳孨孩孮孧嬖孯嬩嬬 嬳嬰
しんかんせん 嬨孳孨孩孮孫孡孮孳孥孮嬩嬬 嬱嬱
新幹線 嬨孳孨孩孮孫孡孮孳孥孮嬩嬬 嬱嬱
しんおおさか 嬨孳孨孩孮孯孯孳孡孫孡嬩嬬 嬸
新おおさか 嬨孳孨孩孮孯孯孳孡孫孡嬩嬬 嬸
しんぱいします 嬨孳孨孩孮孰孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬴
心配します 嬨孳孨孩孮孰孡孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
しんせつ孛な孝 嬨孳孨孩孮孳孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬷
親切孛な孝 嬨孳孨孩孮孳孥孴孳孵嬩嬬 嬱嬷
しお 嬨孳孨孩孯嬩嬬 嬲嬹
塩 嬨孳孨孩孯嬩嬬 嬲嬹
しらべます 嬨孳孨孩孲孡孢孥孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
調べます 嬨孳孨孩孲孡孢孥孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
しります 嬨孳孨孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
知ります 嬨孳孨孩孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
しろい 嬨孳孨孩孲孯孩嬩嬬 嬱嬷
白い 嬨孳孨孩孲孯孩嬩嬬 嬱嬷
しりょう 嬨孳孨孩孲孹嬖孯嬩嬬 嬳嬱
資料 嬨孳孨孩孲孹嬖孯嬩嬬 嬳嬱
した 嬨孳孨孩孴孡嬩嬬 嬲嬱
下 嬨孳孨孩孴孡嬩嬬 嬲嬱
したぎ 嬨孳孨孩孴孡孧孩嬩嬬 嬳嬴
下着 嬨孳孨孩孴孡孧孩嬩嬬 嬳嬴
しつれいですが 嬨孳孨孩孴孳孵孲孥孩孤孥孳孵孧孡嬩嬬

嬳

失礼ですが 嬨孳孨孩孴孳孵孲孥孩孤孥孳孵孧孡嬩嬬 嬳
しつれいします 嬨孳孨孩孴孳孵孲孥孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬱嬶
失礼します 嬨孳孨孩孴孳孵孲孥孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬶
しって います 嬨孳孨孩孴孴孥 孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
知って います 嬨孳孨孩孴孴孥 孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
しやくしょ 嬨孳孨孩孹孡孫孵孳孨孯嬩嬬 嬲嬷
市役所 嬨孳孨孩孹孡孫孵孳孨孯嬩嬬 嬲嬷
しずか孛な孝 嬨孳孨孩孺孵孫孡嬩嬬 嬱嬷
静か孛な孝 嬨孳孨孩孺孵孫孡嬩嬬 嬱嬷
しょくどう 嬨孳孨孯孫孵孤嬖孯嬩嬬 嬷
食堂 嬨孳孨孯孫孵孤嬖孯嬩嬬 嬷
しょくじします 嬨孳孨孯孫孵孪孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬲嬷
食事します 嬨孳孨孯孫孵孪孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
孛しょうしょう孝 おまち ください

嬨孳孨嬖孯孳孨嬖孯嬩嬬 嬲嬸
孛少々孝お待ちください 嬨孳孨嬖孯孳孨嬖孯嬩嬬

嬲嬸
しゅっちょうします 嬨孳孨孵季季孨嬖孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬴
出張します 嬨孳孨孵季季孨嬖孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
しゅくだい 嬨孳孨孵孫孵孤孡孩嬩嬬 嬱嬴
宿題 嬨孳孨孵孫孵孤孡孩嬩嬬 嬱嬴
しゅみ 嬨孳孨孵孭孩嬩嬬 嬳嬶
趣味 嬨孳孨孵孭孩嬩嬬 嬳嬶
一しゅうかん 嬨孳孨嬖孵孫孡孮嬩嬬 嬲嬴
一週間 嬨孳孨嬖孵孫孡孮嬩嬬 嬲嬴
しゅうまつ 嬨孳孨嬖孵孭孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬷
週末 嬨孳孨嬖孵孭孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬷
しゅうりします 嬨孳孨嬖孵孲孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬴嬰
修理します 嬨孳孨嬖孵孲孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬴嬰
シンガポ一ル 嬨孳孩孮孧孡孰嬖孯孲孵嬩嬬 嬲嬶
そっち 嬨孳孯季季孨孩嬩嬬 嬴嬰
そちら 嬨孳孯季孨孩孲孡嬩嬬 嬷嬬 嬱嬰
ソフト 嬨孳孯学孵孴孯嬩嬬 嬳嬱
そこ 嬨孳孯孫孯嬩嬬 嬷
そくたつ 嬨孳孯孫孵孴孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬴
速達 嬨孳孯孫孵孴孡孴孳孵嬩嬬 嬲嬴
その 嬨孳孯孮孯嬩嬬 嬵

嬵嬸
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それ 嬨孳孯孲孥嬩嬬 嬵
それは おもしろい ですね 嬨孳孯嬭

孲孥孨孡 孯孭孯孳孨孩孲孯孩 孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬳嬶
それから 嬨孳孯孲孥孫孡孲孡嬩嬬 嬱嬴嬬 嬲嬴
そろそろ しつれいします 嬨孳孯孲孯嬭

孳孯孲孯嬩嬬 嬱嬸
そろそろ 失礼します 嬨孳孯孲孯孳孯孲孯嬩嬬

嬱嬸
そして 嬨孳孯孳孨孩孴孥嬩嬬 嬱嬸
そと 嬨孳孯孴孯嬩嬬 嬲嬲
外 嬨孳孯孴孯嬩嬬 嬲嬲
そう 嬨孳嬖孯嬩嬬 嬶
そう しましょう 嬨孳嬖孯 孳孨孩孭孡孳孨嬖孯嬩嬬

嬲嬸
そうですか 嬨孳嬖孯孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬶
そうですね 嬨孳嬖孯孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬱嬸嬬 嬲嬸
そうじします 嬨孳嬖孯孪孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
掃除します 嬨孳嬖孯孪孩孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
すごいですね 嬨孳孵孧孯孩孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬲嬶
すぐ 嬨孳孵孧孵嬩嬬 嬲嬹
スイッチ 嬨孳孵孩季季孨孩嬩嬬 嬲嬱
すいます 嬨孳孵孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
吸います 嬨孳孵孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
スイス 嬨孳孵孩孳孵嬩嬬 嬸
すいようび 嬨孳孵孩孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬹
水曜日 嬨孳孵孩孹嬖孯孢孩嬩嬬 嬹
すき孛な孝 嬨孳孵孫孩嬩嬬 嬱嬹
好き孛な孝 嬨孳孵孫孩嬩嬬 嬱嬹
スキ一 嬨孳孵孫嬖嬐嬩嬬 嬲嬷
すきやき 嬨孳孵孫孩孹孡孫孩嬩嬬 嬲嬵
すき焼き 嬨孳孵孫孩孹孡孫孩嬩嬬 嬲嬵
すこし 嬨孳孵孫孯孳孨孩嬩嬬 嬲嬰
少し 嬨孳孵孫孯孳孨孩嬩嬬 嬲嬰
すくない 嬨孳孵孫孵孮孡孩嬩嬬 嬲嬵
少ない 嬨孳孵孫孵孮孡孩嬩嬬 嬲嬵
孛どうも孝 すみません 嬨孤嬖孯孭孯 孳孵嬭

孭孩孭孡孳孥孮嬩嬬 嬲嬲
すみません 嬨孳孵孭孩孭孡孳孥孮嬩嬬 嬸嬬 嬲嬰
すみます 嬨孳孵孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
住みます 嬨孳孵孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
すもう 嬨孳孵孭嬖孯嬩嬬 嬳嬸

相撲 嬨孳孵孭嬖孯嬩嬬 嬳嬸
すんでいます 嬨孳孵孮孤孥 孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
住んでいます 嬨孳孵孮孤孥 孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
スパイスこ一ナ一 嬨孳孵孰孡孩孳孵 孫嬖孯孮嬖孡嬩嬬

嬲嬲
スペイン 嬨孳孵孰孥孩孮嬩嬬 嬱嬶
スポ一ツ 嬨孳孵孰嬖孯孴孳孵嬩嬬 嬱嬹
スプ一ン 嬨孳孵孰嬖孵孮嬩嬬 嬱嬵
孛お孝すし 嬨孳孵孳孨孩嬩嬬 嬲嬶
すてき孛な孝 嬨孳孵孴孥孫孩嬩嬬 嬱嬷
孛∼、孝 すてきですね 嬨孳孵孴孥孫孩孤孥嬭

孳孵孮孥嬩嬬 嬱嬶
すてます 嬨孳孵孴孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
捨てます 嬨孳孵孴孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
ス一パ一 嬨孳嬖孵孰嬖孡嬩嬬 嬱嬱
すわります 嬨孳孵孷孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
座ります 嬨孳孵孷孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
すずしい 嬨孳孵孺孵孳孨孩孩嬩嬬 嬲嬵
涼しい 嬨孳孵孺孵孳孨孩孩嬩嬬 嬲嬵
シャ一プペンシル 嬨孳孹嬖孡孰孵孰孥孮孳孩孬孵嬩嬬

嬵

たばこ 嬨孴孡孢孡孫孯嬩嬬 嬷
たべます 嬨孴孡孢孥孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
食べます 嬨孴孡孢孥孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
たべもの 嬨孴孡孢孥孭孯孮孯嬩嬬 嬱嬸
食べ物 嬨孴孡孢孥孭孯孮孯嬩嬬 嬱嬸
たちます 嬨孴孡季孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
立ちます 嬨孴孡季孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
ただいま 嬨孴孡孤孡孩孭孡嬩嬬 嬲嬶
タイ 嬨孴孡孩嬩嬬 嬴
たいえんですね 嬨孴孡孩孥孮孤孥孳孵孮孥嬩嬬

嬱嬰
大爰ですね 嬨孴孡孩孥孮孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬱嬰
たいへん 孛な孝 嬨孴孡孩孨孥孮嬩嬬 嬲嬷
大変 孛な孝 嬨孴孡孩孨孥孮嬩嬬 嬲嬷
たいせつ孛な孝 嬨孴孡孩孳孥孴孳孵嬩嬬 嬳嬴
大切孛な孝 嬨孴孡孩孳孥孴孳孵嬩嬬 嬳嬴
たかい 嬨孴孡孫孡孩嬩嬬 嬱嬷
高い 嬨孴孡孫孡孩嬩嬬 嬱嬷
たくさん 嬨孴孡孫孵孳孡孮嬩嬬 嬲嬰

嬵嬹



孍嬓孥孭孥孮孴孯 孤孥 孊孡孰孯孮孡孩孳 嬨孄嬮 孒孯孥孧孥孬嬬 嬲嬰嬱嬰嬩

タクシ一 嬨孴孡孫孵孳嬖嬐嬩嬬 嬱嬱
たまご 嬨孴孡孭孡孧孯嬩嬬 嬱嬳
卵 嬨孴孡孭孡孧孯嬩嬬 嬱嬳
ためですか 嬨孴孡孭孥孤孥孳孵孫孡嬩嬬 嬲嬰
たな 嬨孴孡孮孡嬩嬬 嬲嬱
棚 嬨孴孡孮孡嬩嬬 嬲嬱
たんじょうび 嬨孴孡孮孪嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬲
誕生日 嬨孴孡孮孪嬖孯孢孩嬩嬬 嬱嬲
たのしい 嬨孴孡孮孯孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
楽しい 嬨孴孡孮孯孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
て 嬨孴孥嬩嬬 嬱嬵
手 嬨孴孥嬩嬬 嬱嬵
てちょう 嬨孴孥季孨嬖孯嬩嬬 嬵
手帳 嬨孴孥季孨嬖孯嬩嬬 嬵
てがみ 嬨孴孥孧孡孭孩嬩嬬 嬱嬳
手紙 嬨孴孥孧孡孭孩嬩嬬 嬱嬳
ていしょく 嬨孴孥孩孳孨孯孫孵嬩嬬 嬲嬸
定食 嬨孴孥孩孳孨孯孫孵嬩嬬 嬲嬸
テレビ 嬨孴孥孬孥孢孩嬩嬬 嬵
テレホンカ一ド 嬨孴孥孬孥孨孯孮季孡孤孯嬩嬬 嬵
テニス 嬨孴孥孮孩孳孵嬩嬬 嬱嬴
てんき 嬨孴孥孮孫孩嬩嬬 嬲嬵
天気 嬨孴孥孮孫孩嬩嬬 嬲嬵
てんぷら 嬨孴孥孮孰孵孲孡嬩嬬 嬲嬶
孛お孝てら 嬨孴孥孲孡嬩嬬 嬳嬳
孛お孝寺 嬨孴孥孲孡嬩嬬 嬳嬳
てつだいます 嬨孴孥孴孳孵孤孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
手伝います 嬨孴孥孴孳孵孤孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
テ一ブル 嬨孴嬖孥孢孵孬孵嬩嬬 嬲嬱
孛カセット孝テ一プ 嬨孴嬖孥孰孵嬩嬬 嬵
テ一プレコ一ダ一 嬨孴嬖孥孰孵 孲孥季嬖孯孤嬖孡嬩嬬

嬵
∼と∼ 嬨孴孯嬩嬬 嬱嬰
トイレ 嬨おてあらい嬩 嬨お手洗い嬩

嬨孴孯孩孲孥嬩嬬 嬷
とけい 嬨孴孯孫孥孩嬩嬬 嬵
時計 嬨孴孯孫孥孩嬩嬬 嬵
ときどき 嬨孴孯孫孩孤孯孫孩嬩嬬 嬱嬴
時々 嬨孴孯孫孩孤孯孫孩嬩嬬 嬱嬴
とっきゅう 嬨孴孯孫孫孹嬖孵嬩嬬 嬱嬲
特急 嬨孴孯孫孫孹嬖孵嬩嬬 嬱嬲

ところ 嬨孴孯孫孯孲孯嬩嬬 嬱嬸
所 嬨孴孯孫孯孲孯嬩嬬 嬱嬸
とこや 嬨孴孯孫孯孹孡嬩嬬 嬳嬱
床屋 嬨孴孯孫孯孹孡嬩嬬 嬳嬱
とくに 嬨孴孯孫孵孮孩嬩嬬 嬳嬱
特に 嬨孴孯孫孵孮孩嬩嬬 嬳嬱
とまります 嬨孴孯孭孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
泊まります 嬨孴孯孭孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬸
とめます 嬨孴孯孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
止めます 嬨孴孯孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
ともだち 嬨孴孯孭孯孤孡季孨孩嬩嬬 嬱嬱
友達 嬨孴孯孭孯孤孡季孨孩嬩嬬 嬱嬱
となり 嬨孴孯孮孡孲孩嬩嬬 嬲嬲
隣 嬨孴孯孮孡孲孩嬩嬬 嬲嬲
とお 嬨孴孯孯嬩嬬 嬲嬳
１０ 嬨孴孯孯嬩嬬 嬲嬳
とおい 嬨孴孯孯孩嬩嬬 嬲嬵
遠い 嬨孴孯孯孩嬩嬬 嬲嬵
とおか 嬨孴孯孯孫孡嬩嬬 嬱嬲
１０日 嬨孴孯孯孫孡嬩嬬 嬱嬲
とります 嬨孴孯孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳嬬 嬲嬹
取ります 嬨孴孯孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
撮ります 嬨孴孯孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
としょかん 嬨孴孯孳孨孯孫孡孮嬩嬬 嬹
図書館 嬨孴孯孳孨孯孫孡孮嬩嬬 嬹
とうきょう デイズニ一ランド

嬨孴嬖孯孫孹嬖孯 孤孥孩孺孵孮嬖嬐孲孡孮孤孯嬩嬬 嬲嬲
東京 嬨孴嬖孯孫孹嬖孯 孤孥孩孺孵孮嬖嬐孲孡孮孤孯嬩嬬 嬲嬲
とうろく 嬨孴嬖孯孲孯孫孵嬩嬬 嬲嬷
登録 嬨孴嬖孯孲孯孫孵嬩嬬 嬲嬷
つぎに 嬨孴孳孵孧孩孮孩嬩嬬 嬳嬳
次に 嬨孴孳孵孧孩孮孩嬩嬬 嬳嬳
つぎの 嬨孴孳孵孧孩孮孯嬩嬬 嬱嬲
次の 嬨孴孳孵孧孩孮孯嬩嬬 嬱嬲
ついたち 嬨孴孳孵孩孴孡季孨孩嬩嬬 嬱嬱
一日 嬨孴孳孵孩孴孡季孨孩嬩嬬 嬱嬱
つかいます 嬨孴孳孵孫孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
使います 嬨孴孳孵孫孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
つかれました 嬨孴孳孵孫孡孲孥孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬

嬲嬶
疲れました 嬨孴孳孵孫孡孲孥孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬 嬲嬶

嬶嬰
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つかれます 嬨孴孳孵孫孡孲孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
疲れます 嬨孴孳孵孫孡孲孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬷
つけます 嬨孴孳孵孫孥孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
つくえ 嬨孴孳孵孫孵孥嬩嬬 嬵
机 嬨孴孳孵孫孵孥嬩嬬 嬵
つくります 嬨孴孳孵孫孵孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
作ります、造ります 嬨孴孳孵孫孵孲孩嬭

孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
つま／かない 嬨孴孳孵孭孡嬩嬬 嬲嬰
妻／家内 嬨孴孳孵孭孡嬩嬬 嬲嬰
つめたい 嬨孴孳孵孭孥孴孡孩嬩嬬 嬱嬷
冷たい 嬨孴孳孵孭孥孴孡孩嬩嬬 嬱嬷
つり 嬨孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬷
釣り 嬨孴孳孵孲孩嬩嬬 嬲嬷
つるや 嬨孴孳孵孲孵孹孡嬩嬬 嬲嬸
つよい 嬨孴孳孵孹孯孩嬩嬬 嬳嬸
強い 嬨孴孳孵孹孯孩嬩嬬 嬳嬸

うち 嬨孵季孨孩嬩嬬 嬷
うえ 嬨孵孥嬩嬬 嬲嬱
上 嬨孵孥嬩嬬 嬲嬱
うけつけ 嬨孵孫孥孴孳孵孫孥嬩嬬 嬷
受付 嬨孵孫孥孴孳孵孫孥嬩嬬 嬷
うま 嬨孵孭孡嬩嬬 嬳嬶
馬 嬨孵孭孡嬩嬬 嬳嬶
うめだ 嬨孵孭孥孤孡嬩嬬 嬳嬰
梅田 嬨孵孭孥孤孡嬩嬬 嬳嬰
うみ 嬨孵孭孩嬩嬬 嬲嬵
海 嬨孵孭孩嬩嬬 嬲嬵
うん 嬨孵孮嬩嬬 嬴嬰
うんてんします 嬨孵孮孴孥孮孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬶
運転します 嬨孵孮孴孥孮孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
うりば 嬨孵孲孩孢孡嬩嬬 嬷
売り場 嬨孵孲孩孢孡嬩嬬 嬷
うります 嬨孵孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
売ります 嬨孵孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬱
うしろ 嬨孵孳孨孩孲孯嬩嬬 嬲嬱
うた 嬨孵孴孡嬩嬬 嬱嬹
歌 嬨孵孴孡嬩嬬 嬱嬹
うたいます 嬨孵孴孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶

歌います 嬨孵孴孡孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
ううん 嬨孵孵孮嬩嬬 嬴嬰
うわぎ 嬨孵孷孡孧孩嬩嬬 嬳嬴
上着 嬨孵孷孡孧孩嬩嬬 嬳嬴

ベラクルス 嬨孶孥孲孡孫孵孲孵孳孵 嬽 孖孥孲孡嬭
季孲孵孺嬩嬬 嬳嬳

ワイン 嬨孷孡孩孮嬩嬬 嬷
わかい 嬨孷孡孫孡孩嬩嬬 嬳嬲
若い 嬨孷孡孫孡孩嬩嬬 嬳嬲
わかりました 嬨孷孡孫孡孲孩孭孡孳孨孩孴孡嬩嬬

嬱嬴
わかります 嬨孷孡孫孡孲孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬹
わるい 嬨孷孡孲孵孩嬩嬬 嬱嬷
悪い 嬨孷孡孲孵孩嬩嬬 嬱嬷
わすれます 嬨孷孡孳孵孲孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
忘れます 嬨孷孡孳孵孲孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
わたし 嬨孷孡孴孡孳孨孩嬩嬬 嬳
私 嬨孷孡孴孡孳孨孩嬩嬬 嬳
わたしたち 嬨孷孡孴孡孳孨孩孴孡季孨孩嬩嬬 嬳
私達 嬨孷孡孴孡孳孨孩孴孡季孨孩嬩嬬 嬳
ワ一プロ 嬨孷嬖孡孰孵孲孯嬩嬬 嬱嬵

∼ や 嬨孹孡嬩嬬 嬲嬱
∼ 屋 嬨孹孡嬩嬬 嬲嬱
∼や ∼ 孛など孝 嬨孹孡嬩嬬 嬲嬲
やくそく 嬨孹孡孫孵孳孯孫孵嬩嬬 嬱嬹
約束 嬨孹孡孫孵孳孯孫孵嬩嬬 嬱嬹
やきゅう 嬨孹孡孫孹嬖孵嬩嬬 嬱嬹
野球 嬨孹孡孫孹嬖孵嬩嬬 嬱嬹
やま 嬨孹孡孭孡嬩嬬 嬱嬷
山 嬨孹孡孭孡嬩嬬 嬱嬷
やまとびじゅつかん 嬨孹孡孭孡孴孯孢孩嬭

孪孵孴孳孵孫孡孮嬩嬬 嬱嬰
やまと美術館 嬨孹孡孭孡孴孯孢孩孪孵孴孳孵孫孡孮嬩嬬

嬱嬰
やめます 嬨孹孡孭孥孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬲
やさい 嬨孹孡孳孡孩嬩嬬 嬱嬳
野菜 嬨孹孡孳孡孩嬩嬬 嬱嬳
やさしい 嬨孹孡孳孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷
易しい 嬨孹孡孳孡孳孨孩孩嬩嬬 嬱嬷

嬶嬱
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やすい 嬨孹孡孳孵孩嬩嬬 嬱嬷
安い 嬨孹孡孳孵孩嬩嬬 嬱嬷
やすみ 嬨孹孡孳孵孭孩嬩嬬 嬹
休み 嬨孹孡孳孵孭孩嬩嬬 嬹
やすみます 嬨孹孡孳孵孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹嬬 嬲嬳
休みます 嬨孹孡孳孵孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬹嬬 嬲嬳
やっつ 嬨孹孡孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
８つ 嬨孹孡孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
よびます 嬨孹孯孢孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
呼びます 嬨孹孯孢孩孭孡孳孵嬩嬬 嬲嬹
よかったら 嬨孹孯孫孡孴孴孡孲孡嬩嬬 嬴嬱
よっか 嬨孹孯孫孫孡嬩嬬 嬱嬱
４日 嬨孹孯孫孫孡嬩嬬 嬱嬱
よく 嬨孹孯孫孵嬩嬬 嬲嬰
よみかた 嬨孹孯孭孩孫孡孴孡嬩嬬 嬲嬹
読み方 嬨孹孯孭孩孫孡孴孡嬩嬬 嬲嬹
よみます 嬨孹孯孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
読みます 嬨孹孯孭孩孭孡孳孵嬩嬬 嬱嬳
ばん 嬨よる嬩 嬨孹孯孲孵嬩嬬 嬹
晩 嬨夜嬩 嬨孹孯孲孵嬩嬬 嬹
ようか 嬨孹孯孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬲
８日 嬨孹孯孴孳孵孫孡嬩嬬 嬱嬲
よっつ 嬨孹孯孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
４つ 嬨孹孯孴孴孳孵嬩嬬 嬲嬳
ようじ 嬨孹嬖孯孪孩嬩嬬 嬱嬹
用事 嬨孹嬖孯孪孩嬩嬬 嬱嬹
ヨ一ロッパ 嬨孹嬖孯孲孯孰孰孡嬩嬬 嬱嬶
よわい 嬨孹孯孷孡孩嬩嬬 嬳嬸
弱い 嬨孹孯孷孡孩嬩嬬 嬳嬸
よやくします 嬨孹孯孹孡孫孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬

嬳嬶
予約します 嬨孹孯孹孡孫孵孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬶
ゆき 嬨孹孵孫孩嬩嬬 嬲嬵
雪 嬨孹孵孫孩嬩嬬 嬲嬵
ゆっくり 嬨孹孵孫孫孵孲孩嬩嬬 嬲嬹
ユニュ一ヤ ストア 嬨孹孵孮孹嬖孵孹孡 孳孵嬭

孴孯孡嬩嬬 嬲嬲
ゆうびんきょく 嬨孹嬖孵孢孩孮孫孹孯孫孵嬩嬬 嬹
郵便局 嬨孹嬖孵孢孩孮孫孹孯孫孵嬩嬬 嬹
ゆうめい孛な孝 嬨孹嬖孵孭孥孩嬩嬬 嬱嬷
有名孛な孝 嬨孹嬖孵孭孥孩嬩嬬 嬱嬷

ざんぎょうします 嬨孺孡孮孧孹嬖孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬
嬳嬴

残業します 嬨孺孡孮孧孹嬖孯孳孨孩孭孡孳孵嬩嬬 嬳嬴
ざんねんです孛ね孝 嬨孺孡孮孮孥孮孤孥孳孵孮孥嬩嬬

嬲嬰
残念です孛ね孝 嬨孺孡孮孮孥孮孤孥孳孵孮孥嬩嬬 嬲嬰
ざっし 嬨孺孡孳孳孨孩嬩嬬 嬵
雑誌 嬨孺孡孳孳孨孩嬩嬬 嬵
ぜひ 嬨孺孥孨孩嬩嬬 嬳嬶
ぜんぶで 嬨孺孥孮孢孵孤孥嬩嬬 嬲嬴
全部で 嬨孺孥孮孢孵孤孥嬩嬬 嬲嬴
ぜんぜん 嬨孺孥孮孺孥孮嬩嬬 嬲嬰
全然 嬨孺孥孮孺孥孮嬩嬬 嬲嬰
ずっと 嬨孺孵孴孴孯嬩嬬 嬲嬶

嬶嬲


