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コレタ
｀`ケハ ヤメヨウ DX へいカラス`1 チヨウ (I)       DE  」 A

I.ABC ニユウモン

ウマクすクテモ コイカラ タタ`1シイ ABC ヲ マスター シヨウ .

ニツポ ンノ DXサー ノウチテ1｀  エイシ` ア`ルフアヘ` ツ`ト カ`｀
タタ` シ`ク ハツオン テ` キ`ルノハ

ワタシノ チエツク テいハ 5 パ ―セント イカ テいス. ソノアトノカタハ キソ カラ ヤリすオシ

マシヨウ.

(夕
｀`メすレイ) 」A5・・X(セ ｀`イエ‐ハイフ`)

A ハ (エー)テ‖ハすイ, H ハ (Iツチ)テ ハ`すイ, 」 ハ (THEYセ
いイ,セ

い…)テ ｀`

ハすイ, R ハ(ア ,ル )テ
｀`ハすイ, V ハ(フ

ltイ
)テ

｀`ハすイ, W ハ(夕
l`フいル)テ

｀`ハすイ,

X ハ(エックス,エツキス)テ
いハすイ, Z ハ(tい ット)テ

11ハすイ 。..。 。 ETC。 .

2.PHoNE丁 IC CODE ニユウモン

スタンタい―卜`1 す フオネテイックス ヲ マスター シヨウ.

エイコl｀  ヲ 小1｀ ヨク]い  トシテ シヤヘ11ル カ1｀ イシ`1ン  フ センセイ ニシタテタ ロクオンテープ

ヤ テキスト カ1｀ ァリマスカい, Q ヲ(クウ<へ` ッ`ク)す 卜い卜 ιりニ シタヲ モツレサス じツヨウ ハ

アリマtン . ICAO ヤ ]クサイテ11ンキツウシンシ1｀ ヨウヤク フソ1｀ ク ムtシツウシンキソク (1959
GENEVA)テ 1`キメテ ワカ`1クニノ ムセンキヨクウシヨウキック テ‖モ サイヨウ ンテイル オウフl｀ ン

ッウヮしヨウ ハ ェイ]11フ ホ` コ`クコll トシテ ツカッテイすイ クニノ し卜し`1卜 ニモ コクサイテ十二

ツウヨウスリしモノ トシテ,ケ
｀`ショい力いクシヤ トウノ キヨウリヨク モ エテ ツクラレテイルモノテい,

コウクウtカイ テいハ シ‖ヨウシ十カ シテイマス.(ホカノ ツウワじヨウ ヤ ハッオン テi｀ ハ じ]ウキ ノ

シ` コ`ニモ ツす力1りし.)

VK2APK ハ 」A 十ヨク ニタインテ INTETNA丁 10NAL STANDARD PHONETICS

ヲ ツカウヨウ キし
'｀
シク ヨウキユウ シマスか  `カレ シ1｀ シン ハ ENGLISH NA丁 IVE SPEAK

―lNG プ ラス STRINE常 すノテllスカラ タマリマセン. ]ウユウノハ (シ
1｀ シシユ サヘ1｀ ッ),

(シヨク三ンチシユキtl)すノテ`1ス カラ トリアワすイ ヨウエ シマシヨウ.

キ STRINE Estriin]= ォ_ス トラリア シ十 エイコ
｀` ノ ]卜  (コノ タンコ

1｀  力
1｀

ノツテ イル シ1｀ シヨ フ オモチノカタハ DXサー トシテ ホンカクテキテ1｀ ス)

°ICAO シ十 卜 NATIVE SPEAKER  シ十 ノ チカ11ウ  トコロ

レイ  K ハ(十日)テ
l｀ ハすイ,(十イーロウ)テ

｀`ス        [k`lou l― rk(lLOu]

Q ハ(クウイヘ1｀ ツク)テ
11ハすイ,(ケヘt｀ ツク)テ

11ヨイ, [kwib6k]→ [keb6k]

(十ユーヘ` ツ`ク)ハ プ ロノ ツウシンシ ノ コツカシケン ノ ト十二モ ケいンテン サレル

....テ 1｀ ンカン ケンテイカ ニ トイアヮセ スtt三

ニシ` ユ`ウ ホ1｀ イン ノ ハツオン ノ テ1｀ キすイ DXサーカい イマス, コンす カタリヽ アンテす ト

パ ワー ヲ タllウン シテ (シヨキユウ アマチユア ムセン キヨウカシヨ)ヲ モウイチト11 しライテ ヨク

オヘttンキヨウ シマシヨウ,アすタノ シ`｀
ツリヨク ハ テ1｀ ンワキユウ イカ すノテltスカラ.

レイ  R ハ(0メオ)テ
｀`ハすイ,(ロ オウ三オウ)テ

｀`ス  [r6urniOu]

∪摂軒のがすt場
2:マみ喘がん軋 …


