
さかい

じつ げん

しん

す た い る

きんねん きゅうそく ぎじゅつかくしん ぐろーばるか しんてん ちょうすまーとしゃかい そさえてぃごーてんぜろ しつげん む

うご しゃかい へんか かそくど ま ほんし と く せんせい ぱそ

こん しよう さかいすたいる い こんご こ ひとり ぱそこん せっきょくてき

かつよう しん さかいすたいる じつげん と く しん さかいすたいる じつげん

しんじだい い こ じぶん みらい き ひら ちから はぐく

こ り だい ぱ そ こ ん かつよう まな と く

れいわ ねんど いちりつ ぜんこう ぜん く ら す



じゅぎょう じゅうじつ

せんせい おし じゅぎょう こ かんが じゅぎょう さかいすたいる

こ おし おぼ

ないよう い もんだい と がくしゅう

こ がくしゅうかだい まな

みとお た じぶん かん しゅうだん はな あ

がくしゅう

こ じぶん ぎもん たい いんたーねっと

けんさく じょうほう なか しゅしゃせんたく かいけつ

おお じょうほう え かんが ひろ ひつよう じょうほう

かんれんづ ちしき ふか

こ ぱ そ こ ん かつよう

かんが ふか ひろ じゅぎょう しん さかいすたいる

り だい ぱ そ こ ん つか こ

じゅぎょう

じぶん

さつえい ろくが

かんが しりょう

で ー た きょうゆう

じぶん かんが さまざま

ほうほう せいり

なんど く かえ かくにん

たいいく うんどう りか さつえいじっけん おんどく すぴーち ぷれぜんてー

しょん じぶん さつえい ろくが じぶん まな

でーた ちくせき

じぶん かんが こんきょ しりょう でーた ぐるーぷ くらす

きょうゆう とも いっしょ へんしゅう きょうどうがくしゅう かつよう

じゅぎょう せんせい ぜんいん ていじ しりょう でーた どうが

しゃしん きょうかしょ こーど しりょう じぶん ぱそこん

じぶん み ぶぶん なんど みかえ

のーと かつよう ぱそこん はい そふと かつよう

じ ぶんしょう しゃしん どうが おんせい じぶん かんが ひょうげん せいり



こ じぶん すぴーち ようす

しん さかい す た い る じゅぎょう ふうけい い め － じ

ぎ が す く － る こうそう しん さかい す た い る じつげん れい

ろくが ちくせき どうが みかえ じぶん

せいちょう じっかん あら かだい み

ひとり ぱそこん ずけい でーた こぴー

ぶんかつ かんが りったい

ずけい がめんじょう かいてん かくど

み しこうさくご かんが ちから

こくご

さんすう

すうがく

ずこう

びじゅつ

さいほう ぬ ぬ かた かめら

さつえい せんせい こま て うご

み なんど かくにん ぬ かた

りかい

せいさく かてい くふう よ かん ひょうげん

かめら さつえい しゃしんでーた かんが か

きろく のこ じぶん かんが

ひょうげん ちから

かてい

りゃく ぜんこくいちりつ じどうせいと りだい がくしゅうしゃようたんまつ こうそくだいようりょうねっとわーく いったいてき せいび こうそう

しん さかいすたいる しん さかいすたいる

しん さかいすたいる しん さかいすたいる



ぜんいん おな しゅくだい と く

さまざま かつよう

がっこう じゅぎょうのーと ていしゅつ いえ ふくしゅう

ほんよ すぴーち ようす ほごしゃ かた み

かてい がくしゅう

しらべ がくしゅう がっこうとしょかん か ほん も かえ

ぱそこん はい そふと どりるぱーく かつよう じぶん とくい

にがて じぶん ぺーす がくしゅう えーあい さいてん

けっか まな なお こ がくしゅう ないよう しんど

きろく せんせい ほごしゃ きょうゆう

ぱそこん かつよう じぶん ぺーす がくしゅう

ほんよ すぴーち いえ ろくおん じぶん かくにん じゅぎょう きょうゆう

がっこう ぎょうじ

ぶかつどうしょうかい いいんかいしょうかい たいいくかん しゅうごう いっせい

さんかん

がくしゅうぷりんと あんけーと かみ と

じぜん ぶかつどうしょうかいどうが と しちょう ふだん ようす み

がくしゅうぷりんと あんけーと ぱそこん かいとう

かみ いんさつ しゅうけいさぎょう しょうりゃく

ちょうき きゅうぎょうちゅう がくしゅう しえん

ちょうききゅうぎょうちゅう ぱそこん どりるぱーく がくしゅう

ころなか がっこう がっきゅうへいさ ばあい ぱそこん もち

あいしーてぃー かつよう しどう こうか たか

がっこう れんらく と がくしゅう すす



たよう に ー ず たいおう がくしゅう しえん

かつよう すす

たしゃ こみゅにけーしょんつーる がくしゅうしえんつーる しかくしえん

かくきょうかおよ じりつかつどう がくしゅう しょうがい じょうきょう おう あいしーてぃ

つーるとう かつよう かのう

しょうがい じどうせいと がくしゅうしえん

かのう

じょうきょう おう にほんごしどうせんたーこう せんせい じゅぎょう いんたーねっと

じゅぎょうちゅう インターネット つか わ たんご ぶん ほんやく

つか じぶん がっこう う かのう

にほんご しゅうとく こんなん

じどうせいと がくしゅうしえん

どうにゅう きき かんきょう

あつか こんぱくと さいず がた ぱそこん ばって

りー じかん ていど こうたく み だぶりゅーえっくすじーえー

えきしょうがめん きーぼーど と はず かのう さいぶ おも

ひょうげん じゅうでんしきあくてぃぶぺん つか

まいくろそふと ていきょう くらうどさーびす まいくろ

そふとさんろくご ふく あぷり くらす ぶかつどう

ふぁいる きょうゆう かだい かんり びでお

つうわきのう どうがはいしん かのう

まいくろそふと ていきょう くらうどさーびす まいくろ

そふとさんろくご ふく あぷり じぶん あん

けーと とうひょう くいず さくせい せんせい はいしん

てすと かいとう しゅうけい でーた

えくせる ぶんせき

まいくろそふと ていきょう くらうどさーびす

まいくろそふとさんろくご ふく あぷり

くらす げんてい しゅうだん なか どうがきょうゆう

がくしゅう かん どうが

きょうゆう なんど く かえ み

しょうがっこうねんせい ちゅうがっこう ねんせい たいおう

がくしゅうようこんてんつ しょうがっこう

こくご、さんすう、りか、しゃかい、ちゅうがっこう こくご

すうがく、りか、しゃかい、えいご きょうかしょ たいおう

ないよう がくしゅう じぶん ぺーす あ

がくしゅう がくしゅうりれき かくにん すす



すいしん ぷろぐらみんぐきょうざい せいび

ぱそこん ぷろぐらみんぐ さくせい ろぼっときょうざい どうさ せいぎょ

ねんど ひっしゅうか しょうがっこう ぷろぐらみんぐきょういく

みずか かんが どうさ じつげん しこうさくご

じょうほうきょういく すいしん

ぷ ろ ぐ ら み ん ぐ がくしゅう じょうほう も ら る

じょうほう かつよう

のうりょく こうじょう

く かえ かつどう おこな

と あつ り だい ぱそこん かつよう

こんご もと じょうほうもらるきょういく すいしん

ちょさくけん しんがい こじんじょうほう てきせつ

くわ こ しようじかん

かんり けんこうじょうたい かくにん けいはつおこな

あつ ひょうげん あぷり しようほうほう

でーた せいり しかた おんらいん はな あ とき

がくねん おう ぱそこん かつよう とお ひつよう じょうほう

ちゅうい まな

かん

がくしゅうじょうきょう おう も かえ そうてい

じょうほう

こうしん

ぱ そ こ ん はそん ふんしつ ばあいぱ そ こ ん まいにちいえ も

かえ

はそん ふんしつ ばあい がっこう し

がっこう はそん ていきてき てんけん おこな

お ふ ら い ん しよう きんきゅうじ

じたく い ん た ー ね っ と つうちおんかんきょう

だいじょうぶ

もばいる るーたー か だ よてい

しよう あぷり かんり こじん いん

あ ぷ り じゆう だ う ん ろ ー ど

すとーる せってい

こんてんつふぃるたー どうにゅう ぱそこん じたく も かえ しよう かていがくしゅう ばあい がっこう がくしゅうじ おな ほご

こ いえ ぱ そ こ ん しよう ふぃ る たー

かのう

じょうほうきょういく じゅぎょう かつよう さまざま かつよう

さかいしきょういくせんたー さかいしきょういくせんたー がっこうきょういくぶ

きかくじょうほうか のうりょくかいはつか せいとしどうか しえんきょういくか

じんけんきょういくか

がっこうしどうか

がっこうきょういくぶちょくつうでんわ


