
Script for the first oral treatment on Day 1 

(1) テキサステック大学はさくら大学より安いです。

Tekisasutekku daigaku wa sakura daigaku yori yasui desu. 

(2) 梅大学よりテキサステック大学は小さいです。

Ume daigaku yori tekisasutekku daigaku wa chiisai desu. 

(3) 山大学はテキサステック大学より新しいです。

Yama daigaku wa tekisasutekku daigaku yori atarashii desu. 

(4) テキサステック大学より天大学は高いです。

Tekisasutekku daigaku yori ten daigaku wa takai desu. 

(5) 川大学のカフェテリアはテキサステック大学のカフェテリアよりおいしい

です。

Kawa daigaku no kafeteria wa tekisasutekku daigaku no kafeteria yori 
oishii desu. 

(6) テキサステック大学は松大学より大きいです。

Tekisasutekku daigaku wa matsu daigaku yori ookii desu. 

(7) テキサステック大学より梅大学は古いです。

Tekisasutekku daigaku yori ume daigaku wa furui desu. 
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Script for the second oral treatment on Day 1 
 
(1) サクラアパートより梅アパートは古いですよ。 
 
(2) 山アパートはさくらアパートより高いですよ。 
 
(3) 川アパートよりさくらアパートは大きいですよ。 
 
(4) サクラアパートは天アパートより安いですよ。 
 
(5) サクラアパートのカフェテリアより松アパートのカフェテリアはおいしい

ですよ。 
 
(6) 竹アパートよりサクラアパートは新しいですよ。 
 
(7) 山アパートはさくらアパートより小さいですよ。 



Script for the first oral treatment on Day 2 
 
(1) 帽子はジーンズより高いです。 
Booshi wa jiinzu yori takai desu. 
 
(2) クッキーよりチョコレートは大きいです。 
Kukkii yori chokoreeto wa ookii desu. 
 
(3) ハンバーガーはチーズバーガーよりおいしいです。 
Hanbaagaa wa chiizubaagaa yori oishii desu. 
 
(4) ペンよりえんぴつは高いです。 
Pen yori enpitsu wa takai desu. 
 
(5) 東芝のカメラはソニーのカメラより古いです。 
Tooshiba no kamera wa sonii no kamera yori furui desu. 
 
(6) クラッカーはキャンディーより小さいです。 
Kurakkaa wa kyandii yori chiisai desu. 
 
(7) ナイキの帽子よりユニクロの帽子は新しいです。 
Naiki no booshi yori yunikuro no booshi wa atarashii desu. 
 



Script for the second oral treatment on Day 2 
 
(1) テレビよりカメラは高いですね。 
Terebi yori kamera wa takai desune. 
 
(2) クッキーはケーキよりおいしいですね。 
Kukkii wa keeki yori oishii desune. 
 
(3) T シャツよりジーンズは古いですね。 
Tiishatsu yori jiinzu wa furui desune. 
 
(4) えんぴつよりペンは安いですね。 
Enpitsu yori pen wa yasui desune. 
 
(5) クラッカーはキャンディーより大きいですね。 
Kurakkaa wa kyandii yori ookii desune. 
 
(6) ニコンのカメラより東芝のカメラは新しいですね。 
Nikon no kamera yori tooshiba no kamera wa atarashii desune. 
 
(7) 帽子は傘より安いですね。 
Booshi wa kasa yori yasui desune. 



Script for the third oral treatment on Day 2 
 
(1) ケーキはクッキーよりおいしいですね。 
  クッキーよりケーキは大きいですね。 
Keeki wa kukkii yori oishii desune. 
Kukkii yori keeki wa ookii desune. 
 
(2) 帽子より T シャツは高いですね。 
  T シャツは帽子より古いですね。 
Booshi yori tiishatsu wa takai desune. 
Tiishatsu wa booshi yori furui desune. 
 
(3) ペンより鉛筆は新しいですね。 
  鉛筆はペンより安いですね。 
Pen yori enpitsu wa atarashii desune. 
Enpitsu wa pen yori yasui desune. 
 
(4) クラッカーはキャンディーより大きいですね。 
  キャンディーよりクラッカーは高いですね。 
Kurakkaa wa kyandii yori ookii desune. 
Kyandii yori kurakkaa wa takai desune. 
 
(5) ニコンのカメラは東芝のカメラより安いですね。 
  東芝のカメラよりニコンのカメラは新しいですね。 
Nikon no kamera wa tooshiba no kamera yori yasui desune. 
Tooshiba no kamera yori nikon no kamera wa atarashii desune. 
 
(6) クッキーよりクラッカーは小さいですね。 
  クラッカーよりクッキーはおいしいですね。 
Kukkii yori kurakkaa wa chiisai desune. 
Kurakkaa yori kukkii wa oishii desune. 
 
(7) この魚はあの魚より大きいですね。 
  あの魚よりこの魚は古いですね。 
Kono sakana wa ano sakana yori ookii desune. 
Ano sakana yori kono sakana wa furui desune. 


