
ささ　　　　　　し　きん

きょう どう　ぼ　きん　　　だれ　　　　　  さん　 か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ  どう

きょう どう　ぼ　きん　　　　　ねん　　  つう　　　 　うけたまわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くわ　　　　　　　 いく　の　  く　しゃ  かい  ふく　し

か　　　 なか　  いく　の　  く　ない　　　 ち　いき　　　しゃ かい  ふく  し　  し  せつ　　しゃ かい  ふく　し　だん たい　  かん けい　き　 かん

きょうりょく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　  ふ

きょう  ぎ　 かい　　　　　　　　き　がる　　　　　とい  あわ

ねん　  がつ　　 だい　　　　ごう

つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いく　  の　　　　　　　ごう　　　　けい　さい

いく　　の　　 く　　ない　　　　　　　 ち　　いき　　　　　 かつ　 どう　　　　 じゅん  ばん　　　　 しょう　かい

す　　　　　　　　　　  ひがし  なか　 がわ

こん  かい　　　  ち　 いき  ふく　し　 かつ  どう　　　 けい  ぞく　　　　  おこな

か　　　　　　　　　　　　で　　　  き

お　 と　とし　　　　  がつ　い　こう　　しん  がた

ち　いき

ち　いき　　　　  め　 ざ　　　　　　　さま ざま　　　 せ　 だい　　　さん　か

かん  せん かく だい　　　　　　　　　  ち　いき ぎょう  じ　　　きゅう  し　　　 さい

かい　　　  く　　　 かえ　　  じょう たい　　　 つづ　　　　　　　　　　　　　  しょう  じ

ぎょう  じ　　　 かい  さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おも

かつ  どう　　　  で　  き　　　　　　　　　　ぜん  れい　　　　　　　  じょうきょう

なか　　　　　  なに　　　  で　  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  も　さく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  うご

かいかん　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　はじ

ちゅう　　  いえ　　　  で　  き　　　　　　　　　　　てい きょう

けい  さつ　　　しょうぼう  しょ　　かん きょう  じ　ぎょうきょく

ほか　　　　　　　　　　よう　　　　　　　　よう　　　  ぬ　　　 え

のう　　　　　　 さま  ざま　　　  き　かん　　　　　　　　じょう ほう　　　　　　　　　　　　　　　 なら

た　　　　ち　　　　 はなし　　　 で　  き

いま　　　かん  せん じょうきょう

むず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いま

かた　　　　　ち　いき　　　  み　　　　　　　　　　　　　　 みんな

あん しん　　　　　　す　　　　　　　　  ち　 いき　　　 め　  ざ　　　　　　　　　　　　　　　　　 おも

きょうりょく　　　　　　　　　たい  さく　　  てっ  てい　　　　　 すこ　　　　　　　　かい さい

しょう  じ　  ち　いき しゃ きょうこう ほう へんしゅう  い  いん

ぎょう　じ　　　　　　はじ　　　　　　　　　　　　　　 もと  どお　　　　　  かつ  どう

み　 まも　　　かつ  どう

い　いん　　　 かつ  どう　　 しょう かい　　　　　　　　　　おも

しょう がく　　 ねん  せい　　　　  にん　 ち  しょう

よう  せい  こう　ざ　　　　　　こえ　　　　　  たい  けん　　　　  じっ　し　　  にん　ち  しょう

よ　ぼう　　　　む　　　　　　うん  どう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けい  ぞく

じ　 ぶん　　　  す　　　　 ち　いき　　　　　　 く

じ　 ぶん　　　　　なに　　　  で　  き

か　だい　　　　　　　　　　　　　　げつ　　　　　かい　　　　　　　　　　　　　　　い

いん  かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと　　　し

み　まも　　　かつ  どう　　　　　　　　　　　　　　　 み　まも

そう  だん しつ　　　れん けい　　 おこな　　  み　まも　　　　　　　　　　　　きょうりょくしゃ

ふく　し　　　  かん　　　　　 かん  けい　き　 かん　　　ち　 いき　　　れん  けい　　　  か　　　　　　　　　　　　　おも

み　まも　　　　　 にな　　　 て　　　  ひろ　　　　　　　　　　　  むずか

い　いん  かい　　　せん  もんしょく　　　つな　　　　　　　　　　　　 まな

い　いん　　　  い　しき　　　 こうじょう

ひ　ごろ

み　まも　　　かつ どう　　 つづ　　　  す　　　　　　　  ひがしなか がわ

め　 ざ　　　　　　　　　　　　　　　　  おも

き　 せい

にん　  ち　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 よう　せい  こう　　ざ

ある　　　 こえ　　　　　　　たい  けん　　はい　かい　  も　  ぎ　  くん　れん

ひがし なか　がわ　ち　 いき  しゃ  きょうこう　ほう  へん しゅう　い　 いん

ぜん　 い　ぎん  こう　　　　　 く　みん　　　 みな  さま　　　  き  ぎょう　  だん  たい

よ　 たく　　   き　  ふ　　　　　　　　  う　　　　　　　　　　　ち　 いき　ふく　 し　すい　しん

かつ  どう　　　　　　　　  い　　　　　　　　　　　　　 もく  てき

じ　ぎょう　　　　　　　　　きん  せん　　　　　　  ぶっ　ぴん　　　　　  よ　 たく　　　き

ふ　　　　　　　　 　 みな　　　　　　　　あたた　　　　　 ぜん　 い　　　　  よ　たく

う

ぜん　 い　ぎん  こう　　　　　 　  よ　たく　　　き　  ふ　　　きん　　　 ぜい

ほう じょう　　　こう　じょ　　　 たい しょう　　　　　　　　　　　　　　 れい　 わ　　　ねん

がつ　　　 　　　　がつ　　　  よ　たく　　　　　　　　　　　　　　かた　　　 つぎ

く　ない　　　　　　 す　　　　　　　　  かた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こめ　　　  た　　　　　　　　　げん　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん　い　ぎん　こう　　　しん  まい

しん  まい　　  つか　　　　 しょく  じ　　　 てい きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まい  とし　　　　　　　　　　　　　 こめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かん しゃ

きょう どう　ぼ　 きん　　　　じゅう みん　　　　　　　　　　　　　　　  み　じか　　　　　 ち　いき　ふく　し　 じ  ぎょう　　  しゃ  かい  ふく　 し　  し　せつ

せい　 び　　  しゃ  かい  ふく　し　だん  たい　　　　　　　　　　　　　　　　　  だん  たい　　　 かつ  どう　し　 えん　　　　　　　　　　　　　　　　　  じ　ぎょう

よ　たく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 のう　か　　　  かた　　　ちょく せつ  とど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しん  まい　　　　　　　さっ  そく　　  ち　いき　　しょく  じ

きっ　さ　　　　　だん  たい　　 はらい だ

こと　ば

きん　　せん　　 よ　　 たく　　　　　　 けん

おお  さか  とう　 ぶ　　　　　　　　　　　 はん  ばい　かぶ  しき　がい  しゃ

ぶっ  ぴん　　　　 よ　たく　　　　　　　  けん

とく  めい　　　　 けん

もり  した　　りつ　 こ　　　　　もり  した　　まさ  かず　　　　　た　くぼ　　ひろ　まさ

とい　  あわ ち　  いき　 し　　えん　たん　とう

じゅん  ふ　 どう　　けい しょう りゃく

あか　　　　　  は　　 ね　  きょう　 どう　　ぼ　　 きん　　　　　　　　きょう  りょく

ぜん　　　　　  い　　　　　ぎん　　　　  こう

しん  まい　　　つか

か　　　  かい しょく

ち　いき　　　 みな　　　　　　　　　と　　　　　　 き

げん　 き　　　  かお　　　　み

たん　　　　  ば　　　　  さん　　　　しん　　　　まい

よ　　　　  たく

きた　たつみ　 ち　　いき　  しゃ　きょう　　　　 こう　 れい　 しゃ　 しょく　 じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よう　　す

ち　　  いき　　ふく　　  し　　  かつ　　どう

しょう　　　　じひがし　  なか　　がわ


