
パターンＡ

（１枚目）

これは、大砲です。これは、オルガンです。【注①】

これは、耳です。これは、ラジオです。

この中に、楽器があります。 それは何ですか？ オルガンですね。

この中に、電気製品があります。 それは何ですか？ ラジオですね。

この中に、戦いの武器があります。それは何ですか？ 大砲ですね。

この中に、体の一部があります。 それは何ですか？ 耳ですね。【注②】

（２枚目）

次のページにうつります。

これは、テントウムシです。これは、ライオンです。

これは、タケノコです。これは、フライパンです。

この中に、動物がいます。 それは何ですか？ ライオンですね。

この中に、野菜があります。 それは何ですか？ タケノコですね。

この中に、昆虫がいます。 それは何ですか？ テントウムシですね。

この中に、台所用品があります。 それは何ですか？ フライパンですね。

（３枚目）

次のページにうつります。

これは、ものさしです。これは、オートバイです。

これは、ブドウです。これは、スカートです。

この中に、果物があります。 それは何ですか？ ブドウですね。

この中に、文房具があります。 それは何ですか？ ものさしですね。

この中に、乗り物があります。 それは何ですか？ オートバイですね。

この中に、衣類があります。 それは何ですか？ スカートですね。

（４枚目）

次のページにうつります。

これは、にわとりです。これは、バラです。

これは、ペンチです。これは、ベッドです。

この中に、大工道具があります。 それは何ですか？ ペンチですね。

この中に、花があります。 それは何ですか？ バラですね。

この中に、家具があります。 それは何ですか？ ベッドですね。

この中に、鳥がいます。 それは何ですか？ にわとりですね。

① 受検者が聞き取

りやすいよう指等

でイラストを指し

示しながらゆっく

りと読み上げるこ

と。

【備考】

時間は１枚につき

おおむね１分で行う。

② 受検者にイラス

トを記憶させるた

め、「それは何で

すか？」と尋ねた

後に若干の間をお

くこと。

なお、口頭によ

る回答は求めず、

「思い出してくだ

さい。」などと促

すこと。

以下、同様の対

応をする。

別紙



パターンＢ

（１枚目）

これは、戦車です。これは、太鼓です。【注①】

これは、目です。これは、ステレオです。

この中に、体の一部があります。 それは何ですか？ 目ですね。

この中に、楽器があります。 それは何ですか？ 太鼓ですね。

この中に、電気製品があります。 それは何ですか？ ステレオですね。

この中に、戦いの武器があります。それは何ですか？ 戦車ですね。【注②】

（２枚目）

次のページにうつります。

これは、トンボです。これは、ウサギです。

これは、トマトです。これは、ヤカンです。

この中に、野菜があります。 それは何ですか？ トマトですね。

この中に、昆虫がいます。 それは何ですか？ トンボですね。

この中に、動物がいます。 それは何ですか？ ウサギですね。

この中に、台所用品があります。 それは何ですか？ ヤカンですね。

（３枚目）

次のページにうつります。

これは、万年筆です。これは、飛行機です。

これは、レモンです。これは、コートです。

この中に、衣類があります。 それは何ですか？ コートですね。

この中に、乗り物があります。 それは何ですか？ 飛行機ですね。

この中に、果物があります。 それは何ですか？ レモンですね。

この中に、文房具があります。 それは何ですか？ 万年筆ですね。

（４枚目）

次のページにうつります。

これは、ペンギンです。これは、ユリです。

これは、カナヅチです。これは、机です。

この中に、鳥がいます。 それは何ですか？ ペンギンですね。

この中に、花があります。 それは何ですか？ ユリですね。

この中に、家具があります。 それは何ですか？ 机ですね。

この中に、大工道具があります。 それは何ですか？ カナヅチですね。

① 受検者が聞き取

りやすいよう指等

でイラストを指し

示しながらゆっく

りと読み上げるこ

と。

② 受検者にイラス

トを記憶させるた

め、「それは何で

すか？」と尋ねた

後に若干の間をお

くこと。

なお、口頭によ

る回答は求めず、

「思い出してくだ

さい。」などと促

すこと。

以下、同様の対

応をする。

【備考】

時間は１枚につき

おおむね１分で行う。



パターンＣ

（１枚目）

これは、機関銃です。これは、琴です。【注①】

これは、親指です。これは、電子レンジです。

この中に、楽器があります。 それは何ですか？ 琴ですね。

この中に、電気製品があります。 それは何ですか？ 電子レンジですね。

この中に、戦いの武器があります。それは何ですか？ 機関銃ですね。

この中に、体の一部があります。 それは何ですか？ 親指ですね。【注②】

（２枚目）

次のページにうつります。

これは、セミです。これは、牛です。

これは、トウモロコシです。これは、ナベです。

この中に、動物がいます。 それは何ですか？ 牛ですね。

この中に、台所用品があります。 それは何ですか？ ナベですね。

この中に、昆虫がいます。 それは何ですか？ セミですね。

この中に、野菜があります。 それは何ですか？ トウモロコシですね。

（３枚目）

次のページにうつります。

これは、はさみです。これは、トラックです。

これは、メロンです。これは、ドレスです。

この中に、衣類があります。 それは何ですか？ ドレスですね。

この中に、文房具があります。 それは何ですか？ はさみですね。

この中に、果物があります。 それは何ですか？ メロンですね。

この中に、乗り物があります。 それは何ですか？ トラックですね。

（４枚目）

次のページにうつります。

これは、クジャクです。これは、チューリップです。

これは、ドライバーです。これは、椅子です。

この中に、大工道具があります。 それは何ですか？ ドライバーですね。

この中に、花があります。 それは何ですか？ チューリップですね。

この中に、鳥がいます。 それは何ですか？ クジャクですね。

この中に、家具があります。 それは何ですか？ 椅子ですね。

① 受検者が聞き取

りやすいよう指等

でイラストを指し

示しながらゆっく

りと読み上げるこ

と。

② 受検者にイラス

トを記憶させるた

め、「それは何で

すか？」と尋ねた

後に若干の間をお

くこと。

なお、口頭によ

る回答は求めず、

「思い出してくだ

さい。」などと促

すこと。

以下、同様の対

応をする。

【備考】

時間は１枚につき

おおむね１分で行う。



パターンＤ

（１枚目）

これは、刀です。これは、アコーディオンです。【注①】

これは、足です。これは、テレビです。

この中に、電気製品があります。 それは何ですか？ テレビですね。

この中に、戦いの武器があります。それは何ですか？ 刀ですね。

この中に、楽器があります。 それは何ですか？ アコーディオンですね。

この中に、体の一部があります。 それは何ですか？ 足ですね。【注②】

（２枚目）

次のページにうつります。

これは、カブトムシです。これは、馬です。

これは、カボチャです。これは、包丁です。

この中に、台所用品があります。 それは何ですか？ 包丁ですね。

この中に、野菜があります。 それは何ですか？ カボチャですね。

この中に、昆虫がいます。 それは何ですか？ カブトムシですね。

この中に、動物がいます。 それは何ですか？ 馬ですね。

（３枚目）

次のページにうつります。

これは、筆です。これは、ヘリコプターです。

これは、パイナップルです。これは、ズボンです。

この中に、文房具があります。 それは何ですか？ 筆ですね。

この中に、衣類があります。 それは何ですか？ ズボンですね。

この中に、果物があります。 それは何ですか？ パイナップルですね。

この中に、乗り物があります。 それは何ですか？ ヘリコプターですね。

（４枚目）

次のページにうつります。

これは、スズメです。これは、ヒマワリです。

これは、ノコギリです。これは、ソファーです。

この中に、鳥がいます。 それは何ですか？ スズメですね。

この中に、花があります。 それは何ですか？ ヒマワリですね。

この中に、家具があります。 それは何ですか？ ソファーですね。

この中に、大工道具があります。 それは何ですか？ ノコギリですね。

① 受検者が聞き取

りやすいよう指等

でイラストを指し

示しながらゆっく

りと読み上げるこ

と。

② 受検者にイラス

トを記憶させるた

め、「それは何で

すか？」と尋ねた

後に若干の間をお

くこと。

なお、口頭によ

る回答は求めず、

「思い出してくだ

さい。」などと促

すこと。

以下、同様の対

応をする。

【備考】

時間は１枚につき

おおむね１分で行う。


