
日本語 英語

そら sky

くも cloud

やま mountain

いっしゅうかん one week

げつようび Monday

かようび Tuesday

すいようび Wednesday

もくようび Thursday

きんようび Friday

どようび Saturday

にちようび Sunday

いっしゅうかん one week

あさ Morning

ひる Daytime

よる Night

おはようございます Good morning

あさごはん breakfast

おかあさん mother

きがえ change of clothes

パジャマ pajamas

こんにちは Hello.

ひるごはん lunch

おやつ snack time

べんきょう study

おひるね nap

いただきます Let's eat.

こんばんは Good evening.

おやすみなさい Good night.

ばんごはん dinner

テレビ television

おふろ bath

ベッド bed

Ｐ４～５ 【せいかつ・いちにち】

表紙

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 1 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



ひこうせん airship

しんかんせん bullet train

すいぞくかん aquarium

どうぶつえん zoo

レストラン restaurant

コンビニエンスストア convenience store

こうじげんば construction site

ビル building

ゆうびんきょく post office

ポスト mailbox

デパート Department Store

アドバルーン advertising balloon

ふね ship

かもめ seagull

とうだい lighthouse

みなと harbor

くじら whale

ききゅう hot-air balloon

くも cloud

かんせいとう control tower

くうこう airport

ひこうき airplane

コンサートホール concert hall

がっこう School

としょかん library

いえ house

ようちえん kindergarten

こうばん police box

やおやさん vegetable shop

くだものやさん fruit shop

パンやさん bakery

ハンバーガーやさん hamburger shop

はなやさん flower shop

さかなやさん fishmonger

びょういん hospital

じょうようしゃ car

こうえん park

ジャングルジム jungle gym

ふんすい fountain

ベンチ bench

ブランコ swing

すなば sandbox

Ｐ６～７ 【まち】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 2 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



えき station

でんしゃ train

ケーブルカー cable car

バスてい bus stop

バス bus

じてんしゃ bicycle

じてんしゃおきば bicycle lot

スクーター scooter

タクシー taxi

トラック truck

しょうぼうしゃ fire engine

オートバイ motorcycle

タンクローリー tanker

じょうききかんしゃ steam locomotive

せんろ tracks

ふみきり railroad crossing

ヘリコプター helicopter

ほどうきょう pedestrian bridge

ベビーカー stroller

さんりんしゃ tricycle

ゆうびんしゃ mail truck

せいそうしゃ garbage truck

ミキサーしゃ mixer car

ダンプカー dump truck

パワーショベル power shovel

ホイールローダー wheel loader

きゅうきゅうしゃ ambulance

パトロールカー police car

ようちえんバス school bus

しんごう traffic light

おうだんほどう crosswalk

ほどう sidewalk

Ｐ８～９ 【こうつう・もりもの】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 3 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



さる monkey

ライオン lion

しろくま polar bear

くま bear

ゴリラ gorilla

ぞう elephant

とら tiger

うま horse

うし cow

ふくろう owl

からす crow

あひる duck

ひよこ chick

ひつじ sheep

すずめ sparrow

にわとり chicken

やぎ goat

はと pigeon

ねこ cat

ぶた pig

いぬ dog

Ｐ１０～１１ 【どうぶつえんのいきもの１】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 4 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



パンダ panda

つばめ swallow

しか deer

とりのす bird nest

コアラ koala

たぬき raccoon dog

きりん giraffe

だちょう ostrich

らくだ camel

さい rhinoceros

ばく tapir

きつね fox

はりねずみ hedgehog

いのしし wild boar

カンガルー kangaroo

ひょう leopard

りす squirrel

トナカイ reindeer

アルパカ alpaca

アルマジロ armadillo

しまうま zebra

つる crane

おうむ parrot

くじゃく peacock

フラミンゴ flamingo

うさぎ rabbit

ペリカン pelican

かば hippopotamus

あらいぐま raccoon

かめ tortoise

わに crocodile

Ｐ１２～１３ 【どうぶつえんのいきもの２】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 5 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



しゃち Killer whale

うみがめ sea turtle

じんべえざめ whale shark

こばんざめ shark sucker

ねったいぎょ tropical fish

たつのおとしご sea horse

たこ octopus

いか squid

さめ shark

さんご coral

ペンギン penguin

あざらし seal

えい ray

いるか dolphin

まんぼう ocean sunfish

くらげ jellyfish

かれい flounder

いそぎんちゃく sea anemone

ふぐ blowfish

うつぼ moray eel

かいそう seaweed

かに crab

ひらめ flounder

うに sea urchin

ひとで starfish

ラッコ sea otter

Ｐ１４～１５ 【すいぞくかん】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 6 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



おふろば Bathroom

シャワー shower

よくそう bathtub

せっけん soap

せんめんき wash bowl

マット bath mat

かがみ mirror

はぶらし toothbrush

コップ（洗面台のコップ） cup

せんめんだい wash basin

ふみだい foot stool

タオル towel

トイレ rest room

トイレットペーパー toilet paper

ドライヤー hair dryer

せんたくき washing machine

せんたくかご laundry basket

そうじき vacuum cleaner

Ｐ１６～１７ 【いえのなか１】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 7 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★

http://ejje.weblio.jp/content/rest+room


だいどころ kitchen

しょっきだな cupboard

フライがえし turner

おたま ladle

やかん kettle

なべ pot

ながし sink

せんざい dishwashing liquid

ほうちょう kitchen knife

コンロ stove

れいぞうこ refrigerator

なっとう Natto

ポット hot water pot

でんしレンジ microwave oven

ゆか floor

きゅうす teapot

おちゃ green tea

いす chair

テーブル table

はし chopsticks

おみそしる miso soup

ごはん rice

コップ
（テーブルの上の透明のグラス）

glass

たくあん pickled radish

たまごやき omelet

しゃもじ rice scoop

すいはんき rice cooker

おちゃわん rice bowl

しょうゆ soy sauce

ソース sauce

Ｐ１６～１７ 【いえのなか１】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 8 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



ほんだな bookshelf

えほん picture book

ほん book

まど window

カーテン curtain

でんき light

かばん bag

ソファー sofa

パジャマ pajamas

しんぶんし newspaper

くつした socks

ぼうしかけ cap rack

ぼうし cap

せんぷうき electric fan

パソコン computer

リモコン remote control

ミニカー miniature car

めがね glasses

かぎ key

てがみ letter

ティーカップ teacup

さいふ purse

うでどけい wristwatch

しょうじょう certificate of merit

カレンダー calendar

とけい clock

しゃしん picture

でんわ telephone

はな flower

かびん vase

くつばこ shoe rack

ながぐつ rainboots

むしあみ net

カメラ camera

サンダル sandals

すいとう water bottle

リュック backpack

げんかんマット door mat

カーペット rug

スリッパ slippers

Ｐ１８～１９ 【いえのなか２】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 9 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



たこ kite

なわとび jump rope

グローブ glove

バット bat

ボール ball

しゃぼんだま bubbles

じょうろ watering pot

プール pool

リレー relay race

はちまき headband

すなば sandbox

スコップ shovel

バケツ bucket

クレヨン crayon

おえかき drawing

けしごむ eraser

のり paste

はさみ scissors

えんぴつ pencil

ぺん pen

おりがみ origami

かみひこうき paper airplane

すべりだい slide

かだん flower bed

にがおえ portrait

かみしばい picture-card show

つみき blocks

トランプ playing cards

ぬいぐるみ stuffed animal

カルタ Japanese card game

Ｐ２０～２１ 【がっこう】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 10 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



はる Spring

ちょう butterfly

さくら cherry tree

みち road

なつ Summer

たいよう sun

くも cloud

うみ sea

ヨット sailboat

うきわ float ring

あき Fall

ドングリ acorn

かぜ wind

もみじ maple

おちば fallen leaves

ふゆ Winter

ゆき snow

ゆきだるま snowman

もみのき fir tree

Ｐ２２ 【きせつ】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 11 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



パイロット pilot

うちゅうひこうし astronaut

せんせい teacher

いしゃ doctor

かんごし nurse

りょうし fisherman

びようし beautician

がか painter

ゆうびんやさん letter carrier

シェフ chef

かいしゃいん office worker

うんてんしゅ driver

だいく carpenter

しょうぼうし firefighter

おまわりさん police officer

カメラ camera

つき moon

ほし star

あまぐも rain cloud

いなづま lightning

あめ rain

そら sky

たいよう sun

くも cloud

にじ rainbow

しま island

つり fishing

うみ sea

なみ wave

くじら whale

やま mountain

もり forest

き tree

みち road

かわ river

みずうみ lake

Ｐ２３ 【しごと】

Ｐ２４ 【しぜん】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 12 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



せみ cicada

かまきり mantis

てんとうむし ladybug

かたつむり snail

こおろぎ cricket

あり ant

くものす spider web

くも spider

はち bee

ばった grasshopper

ほたる firefly

いもむし caterpillar

だんごむし pillbugs

かえる frog

ちょう butterfly

かぶとむし beetle

くわがた stag beetle

みのむし bagworm

とんぼ dragonfly

とかげ lizard

おたまじゃくし tadpole

どじょう loach

あめんぼう water strider

めだか killifish

ザリガニ crayfish

Ｐ２５ 【むし・みずべのいきもの】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 13 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



はくさい Chinese cabbage

かぼちゃ pumpkin

だいこん Japanese radish

ねぎ leek

レタス lettuce

とうもろこし corn

カリフラワー cauliflower

なす eggplant

ブロッコリー broccoli

たまねぎ onion

しいたけ shiitake mushroom

アスパラガス asparagus

キャベツ cabbage

ピーマン green pepper

ほうれんそう spinach

かぶ turnip

じゃがいも potato

トマト tomato

さつまいも sweet potato

きゅうり cucumber

にんじん carrot

すいか watermelon

メロン melon

レモン lemon

いちご strawberry

びわ loquat

バナナ banana

キウイ kiwi fruit

りんご apple

みかん Mandarin orange

ぶどう grape

さくらんぼ cherry

ブルーベリー blueberry

ラズベリー raspberry

かき persimmon

もも peach

Ｐ２６～２７ 【やおやさんとくだものやさん】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 14 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



ハンバーガーやさん hamburger shop

メニュー Menu

レジ cash register

トレイ tray

ハンバーガー hamburger

ポテト French fries

アップルパイ apple pie

チキンナゲット chicken　nugget

ジュース juice

ドーナツ doughnut

ポップコーン popcorn

ポスター poster

はなやさん florist

はなたば bouquet

ひまわり sunflower

サボテン cactus

パンジー pansy

チューリップ tulip

バラ rose

デイジー daisy

ヒヤシンス hyacinth

ラベンダー lavender

すずらん lily of the valley

カーネーション carnation

すいせん narcissus

たんぽぽ dandelion

じょうろ Watering pot

ホース water hose

さかなやさん ｆishmonger

いせえび lobster

ひもの dried fish

さけ salmon

かに crab

いわし sardine

たい sea bream

しじみ clam

えび shrimp

さんま saury

あわび abalone

きりみ cut fish

さざえ top shell

あさり clam

おさしみ sashimi

いくら salmon caviar

Ｐ２８～２９ 【いろいろなおみせ】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 15 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



ソーセージ sausage

ハム ham

たまご egg

ぎゅうにゅう milk

チーズ cheese

ジュース juice

おちゃ tea

ミネラルウォーター mineral water

おべんとう boxed lunch

おにぎり rice ball

チョコレート chocolate

あめ candy drops

ビスケット biscuit

ヨーグルト yogurt

ゼリー jelly

マシュマロ marshmallow

ポテトチップス potato chips

だがし sweets

ティッシュペーパー tissue

はみがきこ toothpaste

はぶらし ｔoothbrush

けしょうひん cosmetics

トイレットペーパー toilet paper

ノート notebook

でんきゅう light bulb

けいこうとう fluorescent light

アイスクリーム ice cream

かいものかご shopping basket

ソフトクリーム ice cream cone

おでん oden

からあげ fried chicken

にくまん steamed meat bun

あんまん bean-paste bun

レジ cash register

でんしレンジ microwave oven

カレー curry

カップラーメン instant noodles

でんち battery

ケチャップ ketchup

マヨネーズ mayonnaise

ほん book

コピーき copy machine

Ｐ３０～３１ 【コンビニエンスストア】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 16 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



たいこ drum

すず bells

バイオリン violin

ピアノ piano

ギター guitar

トランペット trumpet

ハーモニカ harmonica

クラリネット clarinet

おきゃくさん audience

シンバル cymbal

タンバリン tambourine

チェロ cello

おんぷ musical notes

しき conductor

がくふ score

フルート flute

トライアングル triangle

カスタネット castanets

もっきん xylophone

けんばん keyboard

ど C

れ D

み E

ふぁ F

そ G

ら A

し B

Ｐ３２～３３ 【コンサートホールでえんそうかい】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 17 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



かつどん pork cutlet bowl

かまめし kamameshi bowl

カレーライス curry and rice

しちみとうがらし seven flavor chili pepper

そば buckwheat noodles

すし sushi

ピザ pizza

うどん Udon noodles

てんどん tempura bowl

ぎゅうどん beef bowl

しゅうまい steamed meatball dumplings

チャーハン fried rice

ぎょうざ chinese meat dumplings

ラーメン ramen noodles

プリン pudding

ケーキ cake

ドリンクバー drink bar

オムライス rice omelet

おこさまランチ kid's lunch

スパゲッティ spaghetti

マカロニグラタン macaroni gratin

サンドウィッチ sandwiches

ステーキ steak

ハンバーグ hamburger

コロッケ croquette

オムレツ omelet

サラダ salad

アイスクリーム ice cream

だんご dumplings

クッキー cookies

パフェ parfait

ホットケーキ pancakes

メニュー Menu

スプーン spoon

ナイフ knife

フォーク fork

おしぼり steamed towel

ナフキン napkin

Ｐ３４～３５ 【レストラン】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 18 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



フランスパン French bread

デニッシュパン Danish bun

プレッツェル pretzel

カレーパン curry bun

クロワッサン croissant

メロンパン melon bread

クリームパン cream bun

あんぱん bean-jam bun

ベーグル bagel

マフィン muffin

しょくぱん bread

チョココロネ chocolate bread

ロールパン bread roll

かまど oven

いちごジャム strawberry jam

バター butter

たまご egg

あんこ red bean paste

しお salt

チョコレート chocolate

さとう sugar

チーズ cheese

ぎゅうにゅう milk

みず water

こむぎこ flour

きじ dough

めんぼう rolling pin

はちみつ honey

Ｐ３６～３７ 【パン工場】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 19 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



ジェットコースター roller coaster

ふうせん balloon

おしろ castle

ゲート gate

チケット ticket

メリーゴーランド merry-go-round

バイキング Viking ship

かんらんしゃ Ferris wheel

ティーカップ teacup

クレープやさん crepe shop

はなび fireworks

パラソル parasol

Ｐ３８～３９ 【ゆうえんち】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 20 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



あたま head

まゆげ eyebrow

め eye

みみ ear

くち mouth

くちびる lip

は tooth

した tongue

はな nose

ほお cheek

くび neck

あご chin

まえ front

あたま head

かお face

むね chest

おなか stomach

ひじ elbow

うで arm

て hand

おへそ belly button

ひざ knee

あし leg

うしろ back

かみのけ hair

せなか back

かた shoulder

こし hip

おしり buttocks

ゆび fingers

おやゆび thumb

ひとさしゆび forefinger

なかゆび middle finger

くすりゆび ring finger

こゆび little finger

Ｐ４０ 【かお】

Ｐ４１ 【からだ】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 21 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★



あか red

あお blue

きいろ yellow

みどり green

だいだいいろ orange

むらさき purple

しろ white

くろ black

みずいろ light blue

はいいろ gray

ももいろ pink

きみどり yellow green

まる circle

さんかく triangle

しかく square

ほしがた star

ながしかく rectangle

ひしがた diamond

ハート heart

いち（１） one（１）

に（２） two（２）

さん（３） three（３）

し（４） four（４）

ご（５） five（５）

ろく（６） six（６）

しち（７） seven（７）

はち（８） eight（８）

きゅう（９） nine（９）

じゅう（１０） ten（１０）

ぞう が いち one elephant

ひこうき　が　に two airplanes

ぺんぎん　が　さん three penguins

カメラ　が　し four cameras

かたつむり　が　ご five snails

ソフトクリーム　が　ろく six ice cream cones

メロンパン　が　しち seven melon buns

ふうせん　が　はち eight balloons

はさみ　が　きゅう nine scissors

いちご　が　じゅう ten strawberries

Ｐ４２～４３【いろ・かたち・かず】

英語もしゃべるよ おしゃべりいっぱい！ことばずかんDX 22 / 22 ページ ★★★単語一覧★★★


