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はじめに

『ロングマン幼児向けピクチャー・ディクショナリー』は、初めて英語に触れる2～5歳のお子様を対
象とした英語学習教材です。

本書では、全部で270以上の単語を楽しみながら身につけることができます。「楽しい」という経験は、
子どもたちの英語学習における最初の一歩として極めて重要です。この「楽しい」という印象が、継続

的に英語学習を行なう大きな動機付けになるのです。

内容と場面は、公園、おもちゃ屋さん、食べ物、洋服、色や形、お遊びの時間、バスルーム、ベッド

タイムなど、幼児の日常生活を反映しています。こうした内容や場面を、自分のことを英語で話すきっ

かけとして活用することにより、子どもたちは英語でコミュニケーションをとることに対して自信を築

き上げてゆくのです。

また、物語の読み聞かせは、子どもたちの生活に必要不可欠なものです。このピクチャーディクショ

ナリーには、子どもたちの想像力をかきたてる有名なおとぎ話が2話（『赤ずきんちゃん』と『3匹のクマ』）、
収録されています。こうした物語は、基礎的な語彙を提示するのに加え、年齢に見合った異文化経験を

促します。

ピクチャーディクショナリーの使い方

①トピック
まずは本を閉じたまま、トピックを紹介してください。次に、各トピックについて、子どもたちに簡

単な質問を日本語でします。例えば、トピックが“Breakfast”であれば、いつ食べるのか、何を食べるの
かなどの質問をして子どもたちの興味を引き出します。またそこで、トピックそのものの概念を子ども

たちが理解しているか確認します。

その後、本を開いてイラストを見せ、子どもたちにより具体的な質問をします。“What can you see?
（何が見えるかな？）”、“Where is that?（それはどこにあるのかな？）”、“Who are they?（誰だろう？）”、

“What are they doing?（何をしているのかな？）”などの質問をしてイラストに対する興味を喚起し、次

にそこに出てくるものの名前を子どもたちから引き出します（必要であれば日本語でもかまいません）。

②ボキャブラリー（語彙）
トピックについて話した後、本を掲げて子どもたちに注目するように言います。各場面で紹介されて

いる単語（絵）をさし示しながら発音します。

次にCDを再生し、子どもたちに聞こえた単語の絵を見つけさせます。繰り返し聞かせ、今度は音声
に続いて発音しながら行うよう指導します。

③隠れキャラクター
各場面には、あるキャラクターが隠れています。キャラクターは、それぞれの場面で紹介されるアル

ファベット（右ページの右上部分）で始まる何かです。子どもたちに探してもらい、見つかったらその名

前を言ってもらいます。全員で楽しく行なうことができるゲームなので、次のアクティビティへの移行

がスムーズになります。

④ダイアローグ
学んだ単語を、意味のある言葉として、またはトピックに関連したフレーズとして定着をはかること

ができるミニダイアローグが各章に収録されています。

CDを再生してダイアローグを聞かせます。必要に応じて内容に合ったジェスチャー交えてみましょ
う。最後に、子どもたちが意味を理解しているかを確認します。再度CDを再生して、子どもたちにリ
ピートさせます。

⑤歌とチャンツ
各トピックには歌またはチャンツが収録されています。歌やチャンツは子どもたちが単語やダイア

ローグを練習するのに役立ちます。簡単なリズムを取り入れ、英語でよく使われる自然な言葉の流れが
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反映されるように作られています。歌を教える際には、まずチャンツのように紹介して、子どもたちを

リズムと発音に慣れさせるとよいでしょう。

手順としてはまず、CDの歌またはチャンツを再生します。子どもたちに歌のリズムとメロディー、
またはチャンツのリズムを聞くように言います。

再度CDを再生し、聞こえてくる音声に該当するものを、それぞれの本でさし示すように指示します。
次に、歌またはチャンツを細かく分けます。CDを使って、分けた部分ごとに少しずつ練習します。
最後にフルコーラスで一緒に歌ってみましょう。

⑥アルファベット
26のメイントピックでは、各トピックにつき1つのアルファベットを紹介しています。また、各ト

ピックのキーボキャブラリーには、そのトピックで提示されているアルファベットで始まる（『x』は文
字を含む）単語が、少なくとも1つは含まれています。
まず、子どもたちをページの右上に提示されているアルファベットに注目させます。場面の中の該当

する単語をさし示しながら、対応するアルファベットと単語を言いましょう。子どもたちに、アルファ

ベットを数回、続いて言ってみるように指示します。次に、アルファベットをボードに書くか、指で書

くジェスチャーをします。その後、アルファベットのフラッシュカードを見せ、文字を子どもたちに言

わせます。

また、指でアルファベットの文字を作らせたり、数人を床に寝かせて体を使ってアルファベットの文

字を作ってみるのも良いでしょう。そのときに写真を撮っておき、『アルファベットポスター』として壁

に貼ってみてはいかがでしょう！

⑦おとぎ話
物語には、子どもたちの想像力を喚起させる魅力があります。ロングマン幼児向けピクチャーディク

ショナリーには、有名なおとぎ話、『赤ずきんちゃん』と『3匹のクマ』の2話が収録されています。それ
ぞれのお話は5つのシーンで連続的に紹介されています。『赤ずきんちゃん』はトピック2～6、『3匹のク
マ』はトピック13～17にそれぞれ収録されています。お話のあらすじは、アクティビティリソースブッ
クの7～8ページで紹介しています。
お話を紹介するいちばん良い方法は、1回のレッスンでストーリーの大筋を（必要であれば子どもがよ

く使う言葉に置き換えながら）紹介することです。まずは、ひとつひとつの単語を気にせずに、子ども

たちをお話の流れに慣れさせるようにしましょう。そのあとで各場面に戻り、単語やお話の復習を数回

に分けて行います。

子どもたちにお話を紹介する時には、場面（それぞれ5場面に分けて収録されています）に沿って、
“Who can you see?（誰がいる？）”、“Where are they?（どこにいるのかな？）”、“What are they doing?
（何をしているのかな？）”などの質問しながら読み進めるのが良いでしょう。機会があれば、子どもた

ちにその話についてどう思うかなどを話してもらいましょう。

また、子どもたちにトピックに関連した質問をして、後に登場する単語にあらかじめ慣れておいても

らうのも良いでしょう。“What does Little Red Riding Hood have in her basket?（赤ずきんちゃんのカゴ
には何が入っているかな？）”、“Which fruit do you like best?（いちばん好きなくだものは何？）”、“Do
you think it’s a warm or cool day?（暖かいかな、寒いかな？）”、“What is Baby Bear wearing?（赤ちゃ
んクマは何を着ていたかな？）”などの質問を試してみましょう。

関連教材

別売の『アクティビティリソースブック』には、本書で紹介されている全単語を網羅した、そのまま

コピーして使えるフラッシュカードや、読み書きの導入が図れるワークシート、ゲームのアイディア、

歌やチャンツの振り付けなどが収録されています。教室で、またご家庭で、本書をより効果的に使うた

めに、ぜひご活用ください。
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Alphabet
アルファベット

1. アルファベットをききましょう。

A, a, ant アリ

B, b, banana バナナ

C, c, cat ネコ

D, d, dog イヌ

E, e, elephant ゾウ

F, f, fish サカナ

G, g, guitar ギター

H, h, horse ウマ

I, i, ice cream アイスクリーム

J, j, jellyfish クラゲ

K, k, kite たこ

L, l, ladybug テントウムシ

M, m, monster モンスター

N, n, notebook ノート

O, o, octopus タコ

P, p, pen ペン

Q, q, queen じょおう

R, r, rocket ロケット

S, s, sun たいよう

T, t, tiger トラ

U, u, umbrella かさ

V, v, van バン

W, w, watch とけい

X, x, fox キツネ

Y, y, yo-yo ヨーヨー

Z, z, zebra シマウマ

2. 会話をききましょう。

A: How do you spell “cat?”

「キャット」はどうつづりますか。

B: C-a-t. Cat. Cat です。

3. Alphabet Song をうたいましょう。

Midnight Picnic
真夜中のピクニック

ライオンたちが、夜遅くピクニックを楽しん
でいます。どんな食べ物があるでしょうか。

1. 単語をききましょう。

1. cake ケーキ

2. candy キャンディ

3. soda pop ソーダすい

4. popcorn ポップコーン

5. apple リンゴ

6. chips チップス、ポテトチップス

7. cookies クッキー

8. sandwiches サンドウィッチ

2. かくれているアリを見つけましょう。

こたえ
Ant: Under the sandwiches plate.

アリ: サンドウィッチのおさらのした。

3. 会話をききましょう。

A: More, please. もうすこしください。

B: Here you are. はいどうぞ。

4. Picnic Song をうたいましょう。

Bugs in the Forest
もりのこんちゅうたち

赤ずきんちゃんが果物の入ったバスケットを
持って、森の中を歩いています。森の中の小屋
に住んでいるおばあさんをたずねるところです。
森には悪いオオカミがいて、赤ずきんちゃんを
ねらっています。

1. 単語をききましょう。

1. beetle カブトムシ

2. cricket コオロギ



3. bee ミツバチ

4. ant アリ

5. spider クモ

6. worm ムシ

7. caterpillar イモムシ

8. ladybug テントウムシ

9. butterfly チョウ

2. かくれているバナナを見つけましょう。

こたえ
Banana: Under the grass on the right page.

バナナ: 右ページのにあるくさのした。

3. 会話をききましょう。

A: Look! A butterfly! みて！チョウよ！

B: Wow! うわぁ！

4. Bug Song をうたいましょう。

Lesson Notes:

赤ずきんちゃんの最初のシーンです。このあと

Topic 6まで、お話が続きます。

Fruit for Grandma
おばあちゃんにくだものを

赤ずきんちゃんはオオカミに呼び止められて、
果物の入ったバスケットを見せています。オオ
カミは赤ずきんちゃんに、どこに行くのかたず
ねます。彼女はおばあちゃんのところだと答え
ます。

1. 単語をききましょう。

1. banana バナナ

2. plum プラム

3. peach モモ

4. pear ナシ

5. orange オレンジ

6. coconut ココナッツ

7. pineapple パイナップル

8. grapes ブドウ

9. strawberries イチゴ

2. かくれているネコを見つけましょう。

こたえ
Cat: Behind the bush on the left page.

ネコ:左ページのしげみのうしろ。

3. 会話をききましょう。

A: Are you hungry?

おなかがすきましたか。

B: Yes. / No. はい。／いいえ。

4. Fruit Chant をおこないましょう。

Grandma’s House
おばあちゃんのおうち

おばあちゃんの家が見えてきました。オオカ
ミは赤ずきんちゃんの先回りをして、家の中に
隠れようとしています。

1. 単語をききましょう。

1. tree き

2. grass くさ

3. sun たいよう

4. yard にわ

5. cloud くも

6. sky そら

7. door ドア

8. window まど

9. house いえ

10. flower はな

2. かくれているイヌを見つけましょう。

こたえ
Dog : By the fence on the left page.

イヌ: 左ページのフェンスのそば。
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3. 会話をききましょう。

A: I can see the house. いえがみえます。

B: Me, too! わたしも！

4. Outdoors Song をうたいましょう。

Lesson Notes:

yardが手入れがされていない固い地、あるいはせ

いぜい芝生ていどの庭を表すのに対し、gardenは

開墾して草花や野菜などを植えつけた庭を表しま

す。

Is that you, Grandma?
あなたおばあちゃん？

オオカミはクローゼットにおばあちゃんを閉
じ込め、代わりにおばあちゃんの服を着てベッ
ドに入ります。そして、赤ずきんちゃんがやっ
てくるのを待っています。するとそこへ果物の
入ったバスケットを持った赤ずきんちゃんが到
着しました。彼女はおばあちゃんのようすがい
つもと少し違うことに気付き戸惑います。いよ
いよオオカミは赤ずきんちゃんを捕まえて食べ
ようとします！

1. 単語をききましょう。

1. head あたま

2. ears みみ

3. eyes め

4. nose はな

5. mouth くち

6. arm うで

7. elbow ひじ

8. hand て

9. leg あし（脚）

10. foot あし（足）

2. かくれているゾウを見つけましょう。

こたえ
Elephant : Under the bed.

ゾウ: ベッドのした。

3. 会話をききましょう。

A: Touch your ears. みみにさわって。

B: OK. はい。

4. Body Song をうたいましょう。

Grandma’s Family
おばあちゃんのかぞく

赤ずきんちゃんを食べようとしたとき、家族
のみんなが帰ってきたのでオオカミはびっくり
です。オオカミは急いで逃げなければなりませ
んでした。おばあちゃんと赤ずきんちゃんがオ
オカミから逃れて無事であることがわかり、家
族はみんな喜んでいます。

1. 単語をききましょう。

1. mommy おかあさん

2. daddy おとうさん

3. brother きょうだい

4. sister しまい

5. baby sister あかちゃんのいもうと

6. grandpa おじいちゃん

7. grandma おばあちゃん

8. family かぞく

2. かくれているサカナを見つけましょう。

こたえ
Fish : Behind the family picture on the left

page.

サカナ: 左ページのかぞくのしゃしんのうし

ろ。

3. 会話をききましょう。

A: Who’s that? あれはだれ？

B: My brother. わたしのきょうだいです。

4. Family  Song をうたいましょう。
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In the Classroom
クラスルームで

小学校または幼稚園の教室です。子どもたち
は先生に手伝ってもらいながら、いろいろな作
業をおこなっています。

1. 単語をききましょう。

1. girl おんなのこ

2. paper かみ

3. pencil えんぴつ

4. scissors はさみ

5. glue のり

6. teacher せんせい

7. notebook ノート

8. boy おとこのこ

9. pen ペン

2. かくれているギターを見つけましょう。

こたえ
Guitar : Between the books.

ギター: ほんのあいだ。

3. 会話をききましょう。

A: Pass the glue, please.

のりをとってください。

B: Here you are. はいどうぞ。

4. Classroom Song をうたいましょう。

Shape Town
かたちのまち

この町の家と車はすべて、丸、三角、正方形、
長方形、ハート型の5つの形でできています。

1. 単語をききましょう。

1. pink ピンク

2. brown ちゃいろ

3. orange オレンジいろ

4. green みどり

5. purple むらさき

6. heart ハート

7. square しかく、せいほうけい

8. circle えん、まる

9. triangle さんかく

10. rectangle ながしかく、ちょうほうけい

2. かくれているウマを見つけましょう。

こたえ
Horse : Behind the tree on the right page.

ウマ : 右ページの木のうしろ。

3. 会話をききましょう。

A: Draw a circle. Color it pink!

まるをかいて。ピンクにぬって！

B: OK. はい。

4. Shape Song をうたいましょう。

Painting a Picture
えをかく

1. 単語をききましょう。

1. marker マーカー

2. ink インク

3. crayon クレヨン

4. paint えのぐ

5. brush ふで

6. red あか

7. yellow きいろ

8. blue あお

9. white しろ

10. black くろ

2. かくれているアイスクリームを見つけましょう。

こたえ
Ice cream: In the crayon box.
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アイスクリーム : クレヨンのはこのなか。

3. 会話をききましょう。

A: Look at the crayon. クレヨンをみて。

B. It’s red. あかだね。

4. Picture Chant をおこないましょう。

Lesson Notes:

教室では、インクを絵を描く道具として用いる

ことはあまりないかもしれませんが、iの文字を

導入するには、分かりやすく簡単な方法です。

また、墨汁（ぼくじゅう）もinkのひとつである

ことを教えてあげましょう。

In the Park
こうえんで

公園で子どもたちが遊んでいます。どんな遊
び道具があるのでしょうか。

1. 単語をききましょう。

1. jungle gym ジャングルジム

2. sandbox すなば

3. kite たこ

4. jump rope なわとび（のなわ）

5. seesaw シーソー

6. ball ボール

7. slide すべりだい

8. swing ぶらんこ

2. かくれているクラゲを見つけましょう。

こたえ
Jellyfish: On the shovel in the sandbox.

クラゲ: すなばのシャベルのうえ。

3. 会話をききましょう。

A: Let’s play! あそぼう！

B: OK. いいよ。

4. Park Song をうたいましょう。

The Petting Zoo
こどもどうぶつえん

1. 単語をききましょう。

1. cow ウシ

2. sheep ヒツジ

3. mouse ネズミ

4. dog イヌ

5. puppy こいぬ

6. horse ウマ

7. cat ネコ

8. kittenこねこ

9. chicken ニワトリ

10. rabbit ウサギ

2. かくれているたこを見つけましょう。

こたえ
Kite: Behind the tree on the right page.

たこ：右ページのきのうしろ。

3. 会話をききましょう。

A: Hey, what’s that? ねえ、あれはなに？

B: It’s a mouse. ネズミです。

4. Zoo Chant をおこないましょう。

Lesson Notes:

動物たちと触れ合うことができる動物園は「子

ども動物園」とよばれています。そこでは、野

生の動物からペットまでが飼育され、安全に

触ったり、餌をあげることができるようになっ

ています。「子ども動物園」は、特に小さな子ど

もたちに人気があります。動物たちの健康を維

持するため、餌は園内の自動販売機や売店で買

うものに限られています。
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Vegetable Fun
やさいでゆかい

野菜たちがキッチンのカウンターで遊んでい
ます。

1. 単語をききましょう。

1. carrot ニンジン

2. broccoli ブロッコリー

3. tomato トマト

4. cabbage キャベツ

5. potato ジャガイモ

6. cucumber キュウリ

7. corn トウモロコシ

8. onion タマネギ

9. lettuce レタス

2. かくれているテントウムシを見つけましょう。

こたえ
Ladybug: Behind the broccoli.

テントウムシ:ブロッコリーのうしろ。

3. 会話をききましょう。

A: Do you like corn?

トウモロコシはすきですか。

B: Yes, I do. はい、すきです。

4. Vegetables Song をうたいましょう。

In the Kitchen
キッチンで

The Three Bears（『3匹のクマ』）の最初の
シーンです。森の中の小屋で、お父さんグマと
お母さんグマ、赤ちゃんグマが朝食を食べると
ころです。でもおかゆが熱くて食べられません。
そこで3匹は冷めるまで待つことにしました。

1. 単語をききましょう。

1. chair いす

2. table テーブル

3. bowl ボウル

4. plate さら

5. mug マグ

6. knife ナイフ

7. fork フォーク

8. spoon スプーン

2. かくれているモンスターを見つけましょう。

こたえ
Monster: On the back of the chair on the

right page.

モンスター：右ページのいすの背。

3. 会話をききましょう。

A: What’s on the table? 

テーブルのうえにはなにがありますか。

B: A spoon. スプーンです。

4. Kitchen Chant をおこないましょう。

Lesson Notes:

The Three Bearsは日本では『3匹のクマ』として

親しまれているお話です。Topic 14から登場する

人間の女の子はGoldilocks（ゴルディロックス）

といいます。金髪の巻き毛を持つのでこう名づ

けられました。お話はTopic 17まで続きます。

A Walk in the Forest
もりでおさんぽ

この日は涼しい日でした。3匹のクマはおかゆ
が冷めるまで、森の散歩に出かけることにしま
した。そこへ Goldilocks がやってきて、クマの
家を探検し始めます。

1. 単語をききましょう。

1. hat ぼうし
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2. scarf マフラー、スカーフ

3. gloves てぶくろ

4. necklace ネックレス

5. jacket ジャケット、うわぎ

6. sweatshirt トレーナー

7. pants パンツ、ズボン

8. sneakers スニーカー

9. shoes くつ

10. boots ブーツ

2. かくれているノートを見つけましょう。

こたえ
Notebook : In Mother’s basket.

ノート : おかあさんグマのバスケットのなか。

3. 会話をききましょう。

A: It’s cold. さむいね。

B: Put on your scarf.

マフラーをまきなさい。

4. Clothes Chant をおこないましょう。

Breakfast Time
あさごはんのじかん

キッチンへ行ったGoldilocksは、テーブルに
朝食を発見します。彼女は、まずお父さんグマ
のおかゆを食べようとしますが、熱すぎて食べ
られません。次にお母さんグマのおかゆを食べ
ようとしますが、これも熱すぎて食べられませ
ん。でも赤ちゃんグマのおかゆはちょうどよい
温かさで、Goldilocks は全部食べてしまいます。

1. 単語をききましょう。

1. milk ぎゅうにゅう

2. porridge おかゆ、ポリッジ

3. sugar さとう

4. coffee コーヒー

5. bread パン

6. butter バター

7. cheese チーズ

8. orange juice オレンジジュース

2. かくれているタコを見つけましょう。

こたえ
Octopus : Behind the chair on the right page.

タコ: 右ページのいすのうしろ。

3. 会話をききましょう。

A: Orange juice?

オレンジジュースはいかが？

B: Yes, please. / No, thanks. はい、おねが

いします。／いいえ、けっこうです。

4. Breakfast Chant をおこないましょう。

The Living Room
リビングルーム

次に、Goldilocks は居間に行きます。お父さ
んグマのひじかけいすに座ろうとしますが、か
たくて座り心地がよくありません。次にお母さ
んグマのひじかけいすに座ろうとしますが、こ
れもかたくてだめです。次に赤ちゃんグマのひ
じかけいすにすわってみると、柔らかくてちょ
うどよい座り心地でした。ところが Goldilocks
には小さすぎたのでしょう、赤ちゃんグマのい
すを壊してしまいます。

1. 単語をききましょう。

1. TV テレビ

2. armchair ひじかけいす

3. picture しゃしん、え

4. bookcase ほんばこ

5. book ほん

6. clock とけい

7. telephone でんわ

8. sofa ソファー

2. かくれているペンを見つけましょう。
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こたえ
Pen : In the bookcase.

ペン : ほんばこのなか。

3. 会話をききましょう。

A: Where’s the book? ほんはどこですか。

B: There! そこです！

4. Living Room Chant をおこないましょう。

The Bedroom
ベッドルーム

疲れたGoldilocks はベッドルームに行きます。
お父さんグマとお母さんグマのベッドは大きす
ぎですが、赤ちゃんグマのベッドはちょうどよ
い大きさで、Goldilocks はそこで眠ってしまい
ます。そこへ3匹のクマが散歩から帰ってきまし
た。クマたちは、赤ちゃんグマのおかゆが食べ
られているうえに、いすが壊されているのを発
見してびっくりです。しかも寝室に行ってみる
と、Goldilocksが赤ちゃんグマのベッドに寝てい
るではありませんか。そのときGoldilocksが目を
覚まします。びっくりした彼女は、あわてて小
屋から逃げ出すのでした。こうして彼女は他人
のもので遊ばないという教訓を得たのでした。

1. 単語をききましょう。

1. bed ベッド

2. pillow まくら

3. pajamas パジャマ

4. nightgown ねまき、ナイトガウン

5. lamp ランプ

6. quilt キルト

7. teddy bear テディーベア

8. slippers スリッパ

2. かくれているじょおうを見つけましょう。

こたえ
Queen: Under the lamp table.

じょおう : ランプテーブルのした。

3. 会話をききましょう。

A: I want my teddy bear.

テディーベアがほしいの。

B: Here. Good night. ここよ。おやすみ。

4. Good Night Song をうたいましょう。

The Night before Christmas
クリスマスイブ

サンタクロースが世界中のすべての子どもた
ちにプレゼントを配る準備をして、妖精たちと
雪合戦をして遊んでいます。妖精たちは、プレ
ゼントをすべてそりに積み込む手伝いをします。
トナカイはそりをひきます。

1. 単語をききましょう。

1. polar bear ホッキョクグマ、シロクマ

2. seal アザラシ

3. Santa サンタ

4. sleigh そり

5. elves ようせい

6. penguin ペンギン

7. presents プレゼント

8. reindeer トナカイ

9. snowman ゆきだるま

2. かくれているロケットを見つけましょう。

こたえ
Rocket : At the window of the house.

ロケット: いえのまどのところ。

3. 会話をききましょう。

A: Merry Christmas! メリークリスマス！

B: Happy Holidays! たのしいきゅうかを！

4. Christmas Song をうたいましょう。
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Lesson Notes:

トナカイのなかに「赤鼻のトナカイ」がいるこ

とを、有名な歌とともに教えてあげるのもよい

でしょう。

The Toy Store
おもちゃやさん

おもちゃ屋さんのウインドウです。いろいろ
なおもちゃが棚に並んでいます。

1. 単語をききましょう。

1. doll にんぎょう

2. bike じてんしゃ

3. monster モンスター

4. violin ヴァイオリン

5. snake ヘビ

6. drum ドラム

7. fox キツネ

8. monkey サル

9. guitar ギター

2. かくれているたいようを見つけましょう。

こたえ
Sun: On the drum.

たいよう：ドラムのうえ（側面）。

3. 会話をききましょう。

A: What’s that? あれはなんですか。

B: A drum. ドラムです。

4. Toy Chant をおこないましょう。

The Bathroom
バスルーム

1. 単語をききましょう。

1. towel タオル

2. toilet トイレ

3. hairbrush ヘアブラシ

4. shower シャワー

5. soap せっけん

6. bathtub バスタブ、よくそう

7. toothbrush ハブラシ

8. toothpaste ハミガキ

9. mirror かがみ

10. sink シンク

2. かくれているトラを見つけましょう。

こたえ
Tiger : On the towel.

トラ: タオルのうえ。

3. 会話をききましょう。

A: Get ready for bed!

ねるじゅんびをしなさい！

B: OK. はい。

4. Bathroom Chant をおこないましょう。

Lesson Notes:

お母さんゴリラが赤ちゃんゴリラをお風呂に入

れるところです。子どもたちは、このようなト

イレとお風呂が一緒になった部屋にはなじみが

ないかもしれません。バスルームというと、一

般的にはこのような部屋をさします。また、

シャワーはバスタブの上に取り付けられている

ことが多いのですが、たまに別になっていると

ころも見かけます。

A Sunny Day
はれのひ

1. 単語をききましょう。

1. shirt シャツ

2. T-shirt T シャツ

3. dress ドレス、ワンピース
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4. skirt スカート

5. shorts ショートパンツ、はんズボン

6. sandals サンダル

7. swimsuit みずぎ

8. sunglasses サングラス

9. watch とけい

10. umbrella かさ

2. かくれているかさを見つけましょう。

こたえ
Umbrella: In the pool.

かさ: プールのなか（右のほう）。

3. 会話をききましょう。

A: Put on your sandals.

サンダルをはきなさい。

B: OK. はい。

4. Sunny Day Song をうたいましょう。

Lesson Notes:

子どもたちが水遊び用プールとその周りで遊ん

でいます。このような大きな傘はパラソルとも

よばれ、強い日差しから子どもたちを守ってい

ます。

Dinner Time
ゆうごはんのじかん

モンスターの家族が夕食の席についていると
ころです。どんなメニューがあるでしょうか。

1. 単語をききましょう。

1. chicken チキン、とりにく

2. fish さかな

3. steak ステーキ

4. rice ごはん

5. noodles ヌードル、めん

6. vegetables やさい

7. water みず

8. tea おちゃ

2. かくれているバンを見つけましょう。

こたえ
Van : On Mother’s necklace.

バン : おかあさんのネックレスのうえ。

3. 会話をききましょう。

A: I like steak.

わたしはステーキがすきです。

B: Me, too! / Not me. I like chicken.

わたしも！／わたしはすきじゃない。チ

キンがすきです。

4. Dinner Chant をおこないましょう。

Underwater World
うみのなかのせかい

1. 単語をききましょう。

1. shark サメ

2. jellyfish クラゲ

3. fish サカナ

4. seahorse タツノオトシゴ

5. whale クジラ

6. crab カニ

7. starfish ヒトデ

8. dolphin イルカ

9. turtle カメ

10. octopus タコ

2. かくれているとけいを見つけましょう。

こたえ
Watch : Behind the kelp.

とけい: わかめのうしろ。

3. 会話をききましょう。

A: Look at the starfish! ヒトデをみて！

B: Wow! うわぁ！
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4. Underwater Song をうたいましょう。

Lesson Notes:

アンダーウォーターワールドとも呼ばれる水族

館では、水槽のガラスごしに海の生き物たちを

見ることができます。

Playtime at Home
おうちであそぶじかん

ここでは、yo-yoをのぞいては、乗り物のお
もちゃばかりが登場します。

1. 単語をききましょう。

1. box はこ

2. yo-yo ヨーヨー

3. van バン

4. car くるま

5. rocket ロケット

6. plane ひこうき

7. bus バス

8. boat ボート

9. train れっしゃ、でんしゃ

10. truck トラック

2. かくれているキツネを見つけましょう。

こたえ
Fox: In the toy box.

キツネ: おもちゃばこのなか。

3. 会話をききましょう。

A: Let’s play with the car.

くるまであそぼう。

B: OK. いいよ。

4. Playtime Chant をおこないましょう。

At the Restaurant
レストランで

1. 単語をききましょう。

1. hamburger ハンバーガー

2. ice cream アイスクリーム

3. soup スープ

4. salad サラダ

5. hot dog ホットドッグ

6. sausages ソーセージ

7. yogurt ヨーグルト

8. fries あげもの、フライドポテト

9. eggs タマゴ

2. かくれているヨーヨーを見つけましょう。

こたえ
Yo-yo: On Father’s necktie.

ヨーヨー : おとうさんのネクタイのうえ。

3. 会話をききましょう。

A: Are you hungry?

おなかがすきましたか。

B: Yes. はい。

A: Here you are. ではどうぞ。

B: Thank you. ありがとう。

4. Restaurant Chant をおこないましょう。

Lesson Notes:

アメリカンスタイルのレストランの様子です。

カウンターに座って食べることもよくあります。

All Aboard!
じょうせんしてください！

いろんな動物が船にのっています。

1. 単語をききましょう。

1. bird トリ
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2. lion ライオン

3. kangaroo カンガルー

4. giraffe キリン

5. gorilla ゴリラ

6. hippo カバ

7. zebra シマウマ

8. tiger トラ

9. crocodile ワニ

10. elephant ゾウ

2. かくれているシマウマを見つけましょう。

こたえ
Zebra: On the bollard.

シマウマ : 係船柱（船を港や岸につなぎとめ

る時に使用するワイヤーまたはロープを巻

きつける柱）のうえ。

3. 会話をききましょう。

A: What  am I? わたしはなんでしょう。

B: A kangaroo! カンガルー！

A: No. Try again!

いいえ。もういちどトライしてみて！

4. Animal Chant をおこないましょう。

Numbers
かず

1. 単語をききましょう。

1. queen じょおう

2. prince おうじ

3. Snow White しらゆきひめ

4. dwarves こびと

2. すうじをききましょう。

One いち、1

Two に、2

Three さん、3

Four よん、4

Five ご、5

Six ろく、6

Seven なな、7

Eight はち、8

Nine きゅう、9

Ten じゅう、10

3. 会話をききましょう。

A: How old are you?

きみはいくつですか？

B: I’m 4! 4さいです！

Adjectives
けいようし

1. きもちやじょうたいを表すことばをききま
しょう。

1. happy うれしい

2. sad かなしい

3. sleepy ねむい

4. hungry おなかがすいた

5. thirsty のどがかわいた

6. big おおきい

7. small ちいさい

8. scary おそろしい

9. yucky いやだ、まずい

10. yummy おいしい

2. 会話をききましょう。

A: How do you feel? どんなきぶんですか？

B: I’m sleepy. ねむいです。

3. 会話をききましょう。

A: What’s it like? それどう？

B: It’s yummy. おいしいよ。
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Weather
てんき

1. 単語をききましょう。

1. sunny はれの

2. windy かぜのつよい

3. cloudy くもりの

4. rainy あめの

5. cold つめたい、さむい

6. hot あつい

7. warm あたたかい

8. cool すずしい

2. 会話をききましょう。

A: What’s the weather like?

てんきはどう？

B: It’s sunny! はれよ！

Actions
どうさ、うごき

1. うごきを表すことばをききましょう。

サイモンがいいます、

1. touch your nose はなにさわって

2. rub your tummy おなかをこすって

3. shake your hands てをふって

4. stand up たちあがって

5. jump ジャンプをして

6. run はしって

7. walk あるいて

8. hop ピョンピョンとんで

9. sit down すわって

2. 会話をききましょう。

A: Simon says, “Run!”

サイモンが「はしれ！」といいます。

A: Simon says, “Jump!”

サイモンが「ジャンプ！」といいます。

Lesson Notes:

Simon Saysは、グループの中の 1人が“Simon

says”の後に続けてさまざまな命令を言い、他の

メンバーがその指示通りにジェスチャーを行う

ゲームです。

17



A
ant アリ 6-7,  10-11

apple リンゴ 8-9

arm うで 16-17

armchair ひじかけいす 38-39

B
baby sister あかちゃんの 18-19

いもうと

ball ボール 26-27

banana バナナ 6-7,  12-13

bathtub バスタブ、 46-47

よくそう

bed ベッド 40-41

bee ミツバチ 10-11

beetle カブトムシ 10-11

big おおきい 62-63

bike じてんしゃ 44-45

bird トリ 58-59

black くろ 24-25

blue あお 24-25

boat ボート 54-55

book ほん 38-39

bookcase ほんばこ 38-39

boots ブーツ 34-35

bowl ボウル 32-33

box はこ 54-55

boy おとこのこ 20-21

bread パン 36-37

broccoli ブロッコリー 30-31

brother きょうだい 18-19

brown ちゃいろ 22-23

brush ふで、ブラシ 24-25

bus バス 54-55

butter バター 36-37

butterfly チョウ 10-11

C
cabbage キャベツ 30-31

cake ケーキ 8-9

candy キャンディ 8-9

car くるま 54-55

carrot ニンジン 30-31

cat ネコ 6-7,  28-29

caterpillar イモムシ 10-11

chair いす 32-33

cheese チーズ 36-37

chicken (bird） ニワトリ 28-29

chicken (food) とりにく、チキン 50-51

chips ポテトチップス 8-9

circle えん、まる 22-23

clock とけい 38-39

cloud くも 14-15

cloudy くもり 64-65

coconut ココナッツ 12-13

coffee コーヒー 36-37

cold つめたい、さむい 64-65

cookies クッキー 8-9

cool すずしい 64-65

corn トウモロコシ 30-31

cow ウシ 28-29

crab カニ 52-53

crayon クレヨン 24-25

cricket コオロギ 10-11

crocodile ワニ 58-59

cucumber キュウリ 30-31
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D
daddy おとうさん 18-19

dog イヌ 6-7,  28-29

doll にんぎょう 44-45

dolphin イルカ 52-53

door ドア 14-15

dress ドレス、 48-49

ワンピース

drum ドラム 44-45

dwarves こびと 60-61

E
ears みみ 16-17

eggs タマゴ 56-57

eight はち、8 60-61

elbow ひじ 16-17

elephant ゾウ 6-7,  58-59

elves ようせい 42-43

eyes め 16-17

F
family かぞく 18-19

fish (animal) サカナ 6-7,  52-53

fish (food) さかな 50-51

five ご、5 60-61

flower はな 14-15

foot あし 16-17

fork フォーク 32-33

four よん、4 60-61

fox キツネ 6-7

fries あげもの、 56-57

フライドポテト

G
giraffe キリン 58-59

girl おんなのこ 20-21

gloves てぶくろ 34-35

glue のり 20-21

gorilla ゴリラ 58-59

grandma おばあちゃん 18-19

grandpa おじいちゃん 18-19

grapes ブドウ 12-13

grass くさ 14-15

green みどり 22-23

guitar ギター 6-7,  44-45

H
hairbrush ヘアブラシ 46-47

hamburger ハンバーガー 56-57

hand て 16-17

happy うれしい 62-63

hat ぼうし 34-35

head あたま 16-17

heart ハート、しんぞう 22-23

hippo カバ 58-59

hop ピョンピョンとぶ 66-67

horse ウマ 6-7,  28-29

hot あつい 64-65

hotdog ホットドッグ 56-57

house いえ 14-15

hungry おなかがすいた 62-63

I
ice cream アイス 6-7,  56-57

クリーム

ink インク 24-25

J
jacket ジャケット、 34-35

うわぎ

jellyfish クラゲ 6-7,  52-53

jump ジャンプする 66-67

jumprope なわとび（のなわ）26-27

jungle gym ジャングルジム 26-27

K
kangaroo カンガルー 58-59

kite たこ 6-7,  26-27
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kitten こねこ 28-29

knife ナイフ 32-33

L
ladybug テントウムシ 6-7,  10-11

lamp ランプ 40-41

leg あし 16-17

lettuce レタス 30-31

lion ライオン 58-59

M
marker マーカー、 24-25

しるし、しおり

milk ぎゅうにゅう 36-37

mirror かがみ 46-47

mommy おかあさん 18-19

monkey サル 44-45

monster モンスター 6-7,  44-45

mouse ネズミ 28-29

mouth くち 16-17

mug マグ 32-33

N
necklace ネックレス 34-35

nightgown ねまき 40-41

nine きゅう、9 60-61

noodles ヌードル、めん 50-51

nose はな 16-17

notebook ノート 6-7,  20-21

O
octopus タコ 6-7,  52-53

one いち、1 60-61

onion タマネギ 30-31

orange (fruit) オレンジ 12-13

orange (color) オレンジ 22-23

orange juice オレンジジュース 36-37

P
paint えのぐ 24-25

pajamas パジャマ 40-41

pants パンツ、ズボン 34-35

paper かみ 20-21

peach モモ 12-13

pear ナシ 12-13

pen ペン 6-7,  20-21

pencil えんぴつ 20-21

penguin ペンギン 42-43

picture しゃしん、え 38-39

pillow まくら 40-41

pineapple パイナップル 12-13

pink ピンク 22-23

polar bear ホッキョクグマ、 42-43

シロクマ

pop corn ポップコーン 8-9

porridge おかゆ、ポリッジ 36-37

potato ジャガイモ 30-31

plane ひこうき 54-55

plate さら 32-33

plum プラム 12-13

presents プレゼント 42-43

prince おうじ 60-61

puppy こいぬ 28-29

purple むらさき 22-23

Q
queen じょうおう 6-7,  60-61

quilt キルト 40-41

R
rabbit ウサギ 28-29

rainy あめの 64-65

rectangle ちょうほうけい、 22-23

ながしかく

red あか 24-25

reindeer トナカイ 42-43

rice こめ、ごはん 50-51

rocket ロケット 6-7,  54-55

rub your tummy おなかをこする 66-67
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run はしる 66-67

S
sad かなしい 62-63

salad サラダ 56-57

sandals サンダル 48-49

sandbox すなば 26-27

sandwiches サンドウィッチ 8-9

Santa サンタ 42-43

sausages ソーセージ 56-57

scarf マフラー、 34-35

スカーフ

scary おそろしい 62-63

scissors はさみ 20-21

seahorse タツノオトシゴ 52-53

seal アザラシ 42-43

seesaw シーソー 26-27

seven なな、7 60-61

shake your hands てをふる 66-67

shark サメ 52-53

sheep ヒツジ 28-29

shirt シャツ 48-49

shoes くつ 34-35

shorts ショートパンツ 48-49

shower シャワー 46-47

sink シンク 46-47

sister しまい 18-19

sit down すわる 66-67

six ろく、6 60-61

skirt スカート 48-49

sky そら 14-15

sleepy ねむい 62-63

sleigh そり 42-43

slide すべりだい 26-27

slippers スリッパ 40-41

small ちいさい 62-63

snake ヘビ 44-45

sneakers スニーカー 34-35

snowman ゆきだるま 42-43

Snow White しらゆきひめ 60-61

soap せっけん 46-47

soda pop ソーダすい 8-9

sofa ソファー 38-39

soup スープ 56-57

spider クモ 10-11

spoon スプーン 32-33

square しかく 22-23

stand up たちあがる 66-67

starfish ヒトデ 52-53

steak ステーキ 50-51

strawberries イチゴ 12-13

sugar さとう 36-37

sun たいよう 6-7,  14-15

sunglasses サングラス 48-49

sunny はれの 64-65

sweatshirt トレーナー 34-35

swimsuit みずぎ 48-49

swing ぶらんこ 26-27

T
table テーブル 32-33

tea おちゃ 50-51

teacher せんせい 20-21

teddy bear テディーベア 40-41

telephone でんわ 38-39

ten じゅう、10 60-61

thirsty のどがかわいた 62-63

three さん、3 60-61

tiger トラ 6-7,  58-59

toilet トイレ 46-47

tomato トマト 30-31

toothbrush ハブラシ 46-47

toothpaste ハミガキ 46-47

touch your nose はなにさわる 66-67

towel タオル 46-47

train れっしゃ、 54-55

でんしゃ

tree き 14-15
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triangle さんかく 22-23

truck トラック 54-55

T-shirt Tシャツ 48-49

turtle カメ 52-53

TV テレビ 38-39

two に、2 60-61

U
umbrella かさ 6-7,  48-49

V
van バン 6-7,  54-55

vegetables やさい 50-51

violin ヴァイオリン 44-45

W
walk あるく 66-67

warm あたたかい 64-65

watch とけい 6-7,  48-49

water みず 50-51

whale クジラ 52-53

white しろ 24-25

window まど 14-15

windy かぜのつよい 64-65

worm ムシ 10-11

X

Y
yard にわ 14-15

yellow きいろ 24-25

yogurt ヨーグルト 56-57

yo-yo ヨーヨー 6-7,  54-55

yucky いやだ、まずい 62-63

yummy おいしい 62-63

Z
zebra シマウマ 6-7,  58-59
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Alphabet（アルファベット） pp.6-7

1 Hello Song（ハローソング）

ハロー、ハリー、ハロー、ハロー

ハロー、メアリー、ハロー、ハロー

ハロー、サンディー、ハロー、アンディー

ハロー、ジョー、ハロー

ハロー、フレディー、ハロー、ハロー

ハロー、テディー、ハロー、ハロー

ハロー、サリー、ハロー、アン

ハロー、ジョー、ハロー

2 Goodbye Song（さようならのうた）

バイバイ、ハリー、さようなら、さようなら

バイバイ、メアリー、さようなら、さようなら

バイバイ、サンディー、バイバイ、アンディー

バイバイ、ジョー、さようなら

バイバイ、フレディー、

さようなら、さようなら

バイバイ、テディー、さようなら、さようなら

バイバイ、サリー、バイバイ、アン

バイバイ、ジョー、さようなら

5 Alphabet Song（アルファベットソング）

エイ、ビー、スィー、ディー、イー、エフ、

ジー

エイチ、アイ、ジェイ、ケイ

エル、エム、エヌ、オー、ピー

キュー、アール、エス、ティー、ユー、ヴィー

ダブリュ、ダブリュ、ダブリュ、ダブリュ

エックス、ワイ、ズィー

Topic 1 pp.8-9

8 Picninc Song（ピクニックソング）

クッキー、サンドウィッチ

ソーダすい、ソーダすい

クッキー、ポップコーン、キャンディ

もっとポップコーン、もっとソーダすい

もっとキャンディ、ちょうだい

ポップコーン、キャンディ

さあどうぞ！

リンゴ、キャンディ

さあどうぞ！

クッキー、サンドウィッチ

さあどうぞ！

もっとポップコーン、ちょうだい

Topic 2 pp.10-11

11 Bug Song（バグソング［むしのうた］）

コオロギ、クモ、チョウチョウ、ミツバチ

コオロギ、クモ、チョウチョウ、ミツバチ

コオロギ、テントウムシ

コオロギ、チョウチョウ

コオロギ、イモムシ、うわぁ！

コオロギ、カブトムシ、チョウチョウ、アリ

コオロギ、カブトムシ、チョウチョウ、アリ

コオロギ、カブトムシ

コオロギ、チョウチョウ

見て！チョウチョウだ！

うわぁ！

Topic 3 pp.12-13

14 Fruit Chant（フルーツチャント）

モモ、バナナ、ココナッツ、ナシ
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モモ、バナナ、ココナッツ、ナシ

モモ

パイナップル

ブドウ

イチゴ

モモ、バナナ、ココナッツ、ナシ

おなかすいた？［手をたたく］

うん！［手をたたく］

おなかすいた？［手をたたく］

ううん

モモ、バナナ、ココナッツ、ナシ

モモ、バナナ、ココナッツ、ナシ

オレンジ、プラム、パイナップル、ナシ

オレンジ、プラム、パイナップル、ナシ

おなかすいた？［手をたたく］

うん！［手をたたく］

おなかすいた？［手をたたく］

ううん

Topic 4 pp.14-15

17 Outdoors Song（アウトドアソング）

きがみえる

ぼくも！

わたしも！

そらがみえる

ぼくも！

わたしも！

くさがみえる

おにわがみえる

たいようがみえる

ぼくも！

わたしも！

おはながみえる

ぼく［わたし］も！

くもがみえる

ぼくも！

わたしも！

まどがみえる

ドアがみえる

おうちがみえる

ぼくも！

わたしも！

Topic 5 pp.16-17

20 Body Song（からだのうた）

め、みみ、はな、くち

おばあちゃん、あなたおばあちゃん？

め、みみ、はな、くち

おばあちゃん、あなたおばあちゃん？

あなたおばあちゃん？

そうだよ

あなたおばあちゃん？

そうだよ

めにさわって

みみにさわって

おばあちゃん、あなたおばあちゃん？

うで、あし、ひじ、て

おばあちゃん、あなたおばあちゃん？

うで、あし、ひじ、て

おばあちゃん、あなたおばあちゃん？

うでにさわって

ひじにさわって

足にさわって

脚にさわって

めにさわって

みみにさわって

おばあちゃん、あなたおばあちゃん？
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そうだよ！

Topic 6 pp.18-19

23 Family Song（ファミリーソング）

ママ、パパ

おねえちゃん、おにいちゃん

ママ、パパ

おばあちゃん、おじいちゃん

ママ、パパ

あかちゃんのいもうと

わたしのかぞく！

あれはだあれ？

わたしのママ

あれはだあれ？

わたしのパパ

あれはだあれ？

わたしのおねえちゃん

あれはだあれ？

わたしのおにいちゃん

あれはだあれ？

わたしのおばあちゃん

あれはだあれ？

わたしのおじいちゃん

あれはだあれ？

わたしのあかちゃんのいもうと

それがわたしのかぞくよ！

Topic 7 pp.20-21

26 Classroom Song（クラスルームソング）

ペン、えんぴつ

ペン、かみ

はさみ、かみ、のり

ペン、えんぴつ

ペン、ノート

はさみ、かみ、のり

ペンをとってください

はいどうぞ

えんぴつをとってください

はいどうぞ

せんせい、おんなのこ

せんせい、おとこのこ

ペン、えんぴつ、のり

せんせい、おんなのこ

せんせい、おとこのこ

ペン、えんぴつ、のり

かみをとってください

はいどうぞ

ノートをとってください

はいどうぞ

Topic 8 pp.22-23

29 Shape Song（いろいろなかたちのうた）

まる、ハート、しかく［手をたたく］

まる、ハート、しかく［手をたたく］

さんかく

さんかく

ながしかく

ながしかく

まる、ハート、しかく［手をたたく］

まる、ハート、しかく

さんかく、ながしかく、しかく［手をたたく］

まるをかいて　ピンクにぬって！

オーケー、オーケー

ハートをかいて　みどりにぬって！

オーケー、オーケー

しかくをかいて

むらさきにぬって！

むらさきにぬって！

むらさきにぬって！

ながしかくをかいて

オレンジにぬって！

さんかくをかいて

ちゃいろにぬって！

ピンクのまる　みどりのハート
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むらさきのしかく　むらさきのしかく

オレンジのながしかく　ちゃいろのさんかく

むらさき、むらさき、しかく

うわぁ！

Topic 9 pp.24-25

32 Picture Chant（ピクチャーチャント）

ふで、マーカー、クレヨン、インク

ふで、マーカー、クレヨン、インク

クレヨンをみて

［手をたたく］あかだよ

マーカーをみて

［手をたたく］あおよ

あかいクレヨン

あおいマーカー

わたしの絵をみて

［手をたたく］よくできました！

インクをみて

［手をたたく］くろだよ

えのぐをみて

［手をたたく］きいろよ

くろいインク

きいろいえのぐ

わたしの絵をみて

［手をたたく］よくできました！

Topic 10 pp.26-27

35 Park Song（こうえんのうた）

シーソー、すなば、ジャングルジム

シーソー、すなば、ジャングルジム

シーソー、なわとび

シーソー、すべりだい

シーソー、ぶらんこ、ジャングルジム

たこ、ボール

ジャングルジム

たこ、ボール

ジャングルジム

あそぼう

オーケー　あそぼう

ジャングルジムであそぼう

［手をたたく、手をたたく］

あそぼう

オーケー　あそぼう

ジャングルジムであそぼう

Topic 11 pp.28-29

38 Zoo Chant（どうぶつえんチャント）

ネコ、こねこ

イヌ、こいぬ

ウサギ、ネズミ、ウシ［モー］

ネコ、こねこ

イヌ、こいぬ

ウサギ、ネズミ、ウシ［モー］

ネコ、こねこ、ウマ［ヒヒーン］

ネコ、こねこ、ヒツジ［メー］

ネコ、こねこ

ニワトリ［コッコッ］

ウサギ、ネズミ、ウシ［モー］

ねえ、あれはなに？

ウマだよ

ねえ、あれはなに？

ウシだよ

ねえ、あれはなに？

ニワトリだよ

ねえ、あれはなに？

ネコだよ［ミャアー］

Topic 12 pp.30-31

41 Vegetable Song（やさいのうた）

キュウリ、ブロッコリー

キュウリ、トウモロコシ

タマネギはすき？
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うん、すき

キュウリ、ブロッコリー

キュウリ、トウモロコシ

ジャガイモはすき？

うん、すき

キュウリ、ブロッコリー

ニンジン、キャベツ

トマトはすき？

うん、すき

タマネギ、ジャガイモ

レタスにトマト

ブロッコリーはすき？

うん、すき

Topic 13 pp.32-33

44 Kitchen Chant（キッチンチャント）

テーブル、イス

テーブル、イス

ナイフ

フォーク

スプーン

テーブル、イス

テーブル、イス

ナイフ

フォーク

スプーン

テーブルのうえにはなにがある？

スプーン

テーブルのうえにはなにがある？

ナイフ

テーブルのうえにはなにがある？

フォーク、ナイフとスプーン

テーブルのうえにはなにがある？

スプーン

テーブルのうえにはなにがある？

ナイフ

テーブルのうえにはなにがある？

フォーク、ナイフとスプーン

Topic 14 pp.34-35

47 Clothes Chant（いるいのチャント）

スニーカー、トレーナー

さむい

トレーナーをきなさい

はい

ズボン、ジャケット

さむい

うわぎをきなさい

はい

ブーツ、ぼうし

さむい

ぼうしをかぶりなさい

はい

くつ、マフラー

さむい

マフラーをしなさい

はい

Topic 15 pp. 36-37

50 Breakfast Chant（あさごはんのチャント）

オレンジジュースは？

はい、おねがいします

パンとバター［バターつきパン］は？

いいえ、いりません

おかゆとミルクは？

はい、おねがいします

おさとうは？

いいえ、いりません

チーズは？

はい、おねがいします

コーヒーは？

いいえ、いりません
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Topic 16 pp.38-39

53 Living Room Chant
（リビングルームチャント）

どこ？どこ？

ひじかけいす、ほん

ほんばこ、ソファー

どこ？どこ？

ひじかけいす、とけい

テレビ

でんわはどこ？

そこ！［手をたたく］

どこ？

そこ！［手をたたく］

でんわはどこ？

そこ！［手をたたく］

どこ？

そこ！［手をたたく］

Topic 17 pp.40-41

56 Good Night Song（おやすみソング）

ベッド、まくら、テディーベア、テディーベア

ベッド、まくら、テディーベア、テディーベア

ランプ、スリッパ、キルト、パジャマ

テディーベアがほしいな

おやすみ、ベッド

おやすみ、まくら

おやすみ、ランプ

おやすみ、スリッパ

おやすみ、キルト

おやすみ、パジャマ

テディーベアがほしいな

ほらここ　おやすみ

＊「キルト」は、2枚の布を綿などを芯にして縫

い合わせたものです。ベッドカバーなどによく

用いられます。

Topic 18 pp.42-43

59 Christmas Song（クリスマスソング）

トナカイ、そり、メリークリスマス！

ゆきだるま、ようせい、

メリークリスマス！

サンタクロース、プレゼント、

メリークリスマス！

たのしいおやすみを！

ありがとう！

ゆきだるま、シロクマ、メリークリスマス！

ペンギン、アザラシ、メリークリスマス！

サンタクロース、プレゼント、

メリークリスマス！

たのしいおやすみを！

ありがとう！

Topic 19 pp.44-45

62 Toy Chant（おもちゃのチャント）

にんぎょう、サル、キツネ［手をたたく］

にんぎょう、サル、ヘビ［手をたたく］

にんぎょう、サル、じてんしゃ［手をたたく］

にんぎょう、サル、モンスター

にんぎょう、サル、キツネ［手をたたく］

にんぎょう、サル、ヘビ［手をたたく］

にんぎょう、サル、じてんしゃ［手をたたく］

にんぎょう、サル、モンスター

あれはなに？

［手をたたく］キツネ

あれはなに？

［手をたたく］ドラム

あれはなに？

［手をたたく］ギター

あれはなに？

［手をたたく］バイオリン

にんぎょう、サル、キツネ［手をたたく］

にんぎょう、サル、ヘビ［手をたたく］
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にんぎょう、サル、じてんしゃ［手をたたく］

にんぎょう、サル、モンスター

Topic 20 pp. 46-47

65 Bathroom Chant（バスルームチャント）

シンク、トイレ、バスタブ、シャワー

シンク、トイレ、バスタブ、シャワー

ヘアブラシ！

ヘアブラシ！

ハブラシ！

ハブラシ！

ハミガキ！

ハミガキ！

ねるじゅんびをしなさい！

オーケー！

シンク、トイレ、バスタブ、シャワー

シンク、トイレ、バスタブ、シャワー

［手をたたく］ねるじゅんびをしなさい！

オーケー！

Topic 21 pp.48-49

68 Sunny Day Song（はれのひのうた）

はんズボンをはいて

オーケー！

Tシャツをきて

Tシャツをきて

ドレスをきて

スカートをはいて

はんズボンをはいて

オーケー！

はんズボン、Tシャツ、ドレス、スカート

はんズボンをはいて

オーケー！

みずぎをきて

オーケー！

サンダルをはいて

サンダルをはいて

サングラスをかけて

とけいをして

はんズボンをはいて

オーケー！

みずぎ、サンダル、サングラス、とけい

はんズボンをはいて

オーケー！

Topic 22 pp.50-51

71 Dinner Chant（ディナーチャント）

ステーキがすき

［手をたたく］わたしも！

チキンがすき

［手をたたく］ぼくも！

おさかながすき

［手をたたく］わたしはすきじゃない

ステーキがすき［手をたたく、手をたたく］

ごはんがすき

［手をたたく］わたしも！

ヌードルがすき

［手をたたく］ぼくも！

やさいがすき

［手をたたく］わたしはすきじゃない

ステーキがすき［手をたたく、手をたたく］

チキン、ヌードル、おさかな、ごはん

チキン、ヌードル、おさかな、ごはん

チキンがすき

ヌードルがすき

おさかながすき

ごはんがすき

［手をたたく］わたしはすきじゃない
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ステーキがすき

Topic 23 pp.52-53

74 Underwater Song（うみのなかのうた）

ヒトデ

クラゲ

ヒトデ

タコ

イルカ、タツノオトシゴ

カメ、クジラ

ヒトデ、サメ

サメをみて！

サメ！うわぁ！

タコをみて

クジラをみて

ヒトデ

クラゲ

ヒトデ

タコ

イルカ、タツノオトシゴ

カメ、クジラ

ヒトデ

クラゲ

タコをみて

ヒトデをみて

クジラをみて

Topic 24 pp.54-55

77 Playtime Chant（あそびじかんのチャント）

バス、ロケット、れっしゃ

バス［手をたたく］、バス［手をたたく］

くるま、ヨーヨー、ひこうき

くるま［手をたたく］、くるま［手をたたく］

バス、ロケット、れっしゃ

れっしゃ［手をたたく］、れっしゃ［手をたたく］

くるま、ヨーヨー、ひこうき

ひこうき［手をたたく］、ひこうき［手をたたく］

くるまであそぼう

オーケー

れっしゃであそぼう

オーケー

バスであそぼう

オーケー

ひこうきであそぼう

オーケー

バス、ロケット、れっしゃ

バス［手をたたく］、バス［手をたたく］

くるま、ヨーヨー、ひこうき

くるま［手をたたく］、くるま［手をたたく］

バス、ロケット、れっしゃ

れっしゃ［手をたたく］、れっしゃ［手をたたく］

くるま、ヨーヨー、ひこうき

ひこうき［手をたたく］、ひこうき［手をたたく］

Topic 25 pp.56-57

80 Restaurant Chant（レストランチャント）

ハンバーガー

フライドポテト

スープ

サラダ

ホットドッグ、ホットドッグ、スープ

うわぁ！

おなかすいた？

うん！うん！

はいどうぞ

ありがとう

ソーセージ

たまご

ホットドッグ

サラダ

ヨーグルト、アイスクリーム、スープ

うわぁ！

おなかすいた？
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うん！うん！

はいどうぞ

ありがとう

Topic 26 pp.58-59

83 Animal Chant（どうぶつチャント）

トラ、ゾウ、カバ、カバ

トラ、ゾウ、トリ　おお！

シマウマ、ゴリラ、ワニ、ワニ

おお！カンガルー！

わたしはなに？

キリン！

いいえ　もういちどかんがえて！

わたしはなに？

ゴリラ！

いいえ　もういちどかんがえて！

わたしはなに？

カンガルー！

あたり！よくできました！
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