
1 ～してはいけない 21 ユニバーサルデザイン 41 子どものころから

2 ひとりで外出する 22 使い方 42 難しい時間を過ごす

3 安全じゃないの？ 23 どこで探せばよいか 43 ～を探す

4 ～にとっては違う 24 学びに来る 44 より良い社会

5 あなたを迎えに行く 25 こちらを見てください 45 障がいを取り除く

6 昨日の夜 26 使い方 46 体の不自由な人々

7 風呂を使い終わる 27 注意深く見て 47 私たちが年を取るにつれて

8 長すぎる 28 ～のおかげで 48 色んな人がいる

9 10分以内に 29 目の不自由な人のための点字 49 みんあ誰でも何かできる

10 こんな短い時間で 30 みんなのため 50 何か考えありますか？

11 水を節約する 31 ペットボトル

12 シャワーを浴びる 32 特別な形

13 何をすべきですか 33 よくある例

14 料理が得意 34 手すりの点字

15 1つ問題がある 35 階段のそばのスロープ

16 ～を…に置く 36 重たい荷物

17 大量の料理 37 ～だと思う

18 私の皿の上に 38 絶対～だと思う

19 彼の気持ちを傷つける 39 ユニバーサルデザインの父

20 何て言えばいい？ 40 車いすに乗るWhat can I say ? in a wheelchair

on my plate I'm sure that ～.

hurt his feelings the father of universal design

点

too much food I think that ～. 名前

put ～ on … heavy luggage

There's one problem. the ramp by the stairs 再テスト日：テスト日までの自習時間

(be) good at cooking braille on the handrail テスト日：11月12日(土)の講座内

What should I do? common example ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

take our showers a special shape ・90点以上で合格

save water plastic bottle ・2点×50問=100点満点

such a short time for all people Do you have any idea ?

in ten minutes braille for blind people We can all do something.

too long Thanks to ～ there are different people

finish using the bathroom Look carefully as we get old

last night how to use disabled people

go out alone how to use have a difficult time

pick you up Look over here remove barriers

not for ～ come and learn better society
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must not ～ universal design from childhood

Isn't it safe ? where to find look for
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・2点×50問=100点満点

・90点以上で合格

名前

点

・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

テスト日：11月12日(土)の講座内

再テスト日：テスト日までの自習時間
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