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1⽉月 2⽉月 3⽉月 4⽉月 5⽉月 6⽉月 7⽉月 8⽉月 9⽉月 10⽉月 11⽉月 12⽉月
中学校 上半⾝身 ⼥女女 若若い 聴く お揃い ⾛走る 教師 学級 ⾼高校⽣生 帽⼦子 コミュニケーション
中学⽣生 前向き 顔 若若者 ぐいぐい ユニフォーム 紙 ブレザー 同級⽣生 兄弟姉妹 横たわる ⼿手
塾 学校 表情 楽しみ 演奏 制服 海 ランドセル 校内 助ける 冬服 陳述
移動 学習 道具 横位置 飲む 縦位置 練習 外出 学校教育 ⼿手をつなぐ 窓 背景なし
進⾏行行 部屋 喜び 少ない ⽇日光 ⽩白バック 深刻 通信機器 授業 秋 鉛筆 和やか
受験 少年年 幸福 少⼈人数 ⾒見見つめ合う 清涼感 真顔 携帯 机 キャップ 建具 社交
書く ⽬目 顔つき 屋内 ガールフレンド 夏 エンジン未搭載⾞車車両 電話機 教科 世話 キャップ 週
上向き ⽬目つき 笑う ⼥女女の⼦子 ボーイフレンド ⽴立立夏 岸 携帯電話 鞄 ⼦子育て ⾃自転⾞車車 親交
⼊入学試験 こつこつ 微笑み 施設 ⽇日差し スポーツ⽤用品 ⾃自転⾞車車 恋⼈人 スポーツ 姉と妹 低学年年 上げる
仰向く ⽀支配 ⼦子供 ⼩小学⽣生 熟慮 草原 野草 あつあつ 後ろ向き 携帯メール 協⼒力力 ジャケット
真⾯面⽬目 向上⼼心 陽気 少⼥女女 コーヒー ⾸首都 新聞 PDA 思索索 養成 編み物 ふれあい
通学 誘導 上機嫌 公共施設 演奏 旅⾏行行 いきいき スマートフォン 集会 秋分 防寒具 接近
⾒見見上げる ⾒見見つめる 笑顔 ⽣生活 社会⼈人学⽣生 登校 後ろ向き ガールフレンド 学問 ⽩白露露 マフラー 寄り添う
緑⾊色 指導 男 感情 祖⽗父 セーラー服 美容 ボーイフレンド 店舗 ⾼高校 下向き 活⼒力力
受験勉強 教え 親近 1 ⾚赤⾊色 試験 ジャンプ 学⽣生鞄 受験⽣生 中学校 うつむく 年年配の⼥女女性
予備校 洋服 ⼤大⼈人 1⼈人 ⾃自然 試し 空中 ときめき 勉強机 中学⽣生 棚 報道
発表 ⼩小物 ⾐衣料料 家具 筆記⽤用具 伸び ストレートヘアー 以後 奉仕 移動 ⽴立立冬 成功
⼤大学受験 カメラ⽬目線 服 座る ペン リフレッシュ アウトドア 放課後 読む 幼児 秋分 ノートパソコン
緊張する 教室 ⾒見見る 2 思索索 ストレートヘアー 深刻 デート スポーツウェア メッセージ ⽩白露露 努⼒力力
⾼高校受験 学⽤用品 仲良良し 若若い男性 光 東京都 印 ⾯面会 アメリカ合衆国 オンラインメッセージ コート 冬
どきどき 意向 ⼥女女性 2⼈人 グローバル 衛⽣生 真顔 昆⾍虫 飲⾷食店 信頼 体勢 アクセサリー
⾷食べる ⽂文具 いたずら盛り 学⽣生服 ⽩白⾊色 本棚 球技 弁当箱 外⾷食サービス産業 集中 専念念 編み物
⽂文字 髪 児童 ⼥女女⼦子⾼高⽣生 恋⼈人 模様 下半⾝身 少⼥女女 アメリカ⼈人 冬 組む 防寒具
関東地⽅方 ミドル ⼩小学校 コピースペースあり 休憩 清潔 背中 教師 カフェ 携帯電話 クローズアップ 休憩
両⼿手を上げる トップス 仲間 知識識 国際交流流 くるり 昆⾍虫 ふれあい 読書 試験 練習 休⽌止
下校 持つ 男の⼦子 仕事 秋 回復復 浮き輪輪 集合 芸能 試し 数字 中断
熟慮 外国⼈人 ⻘青春 横向き エコロジー 改新 野草 接近 通路路 伸び 肩を組む マフラー
合格 ジェスチャー 屋外 休養 賛成 ⽗父⼦子 新聞 寄り添う ラテンアメリカ⼈人 争い デート ⾒見見つめ合う
和⾵風 ⿊黒⾊色 ティーンエイジャー 勤労者 コーヒー 夏服 コピースペースあり 学問 ファイル 相談 ⾯面会 エクステリア
合格発表 産業 若若い⼥女女性 ⼀一緒 テーマ 浮き輪輪 愛 40代 アフリカ⼈人 ⽴立立冬 ボール メガネ

10 思考 ⼈人々 本 社会問題 少ない スポーツ⽤用品 公園 リュックサック 家事 新⽣生活 視⼒力力
住宅宅 話す 男性 昼 問題 少⼈人数 道路路 会う 体操 コート 活⼒力力 健康的
数字 ⽂文書 友情 娯楽 演奏 前向き スカート 作業 背中 ⻘青春 会社員 こぶし
新緑 帳⾯面 友達 操作 ⽔水 1 ⾃自然保護 学校⾏行行事 ホールケーキ ティーンエイジャー 努⼒力力 校庭
模型 ⿊黒髪 ⼤大学 休⽇日 筆記⽤用具 1⼈人 環境問題 儀式 学校 お揃い 乗り物 ガッツポーズ
印 ミドルの⼥女女性 20代 体勢 思索索 ⽬目 下半⾝身 祝典 指導 ユニフォーム こぶし 棚
ボール さわやか ⼤大学⽣生 技術 光 ⽬目つき 野草 作業具 教え 授業 ⽇日常的 校舎
パターン ノート フォーマルウェア IT 芸術 フォーマルウェア 晴れ 秋 座る ⼿手 ⾷食材 ハンドサイン
縞模様 ミドルの男性 情緒 ⽅方法 ⽩白⾊色 2⼈人 昼 ⼊入学式 容器 芝⽣生 授業 オープンキャンパス


