
日本語 英語 二語文
コンサートホール concert hall
どうぶつえん zoo
すいぞくかん aquarium
こうえん park
ふんすい fountain
ブランコ swing
ジャングルジム jungle gym
すなば sandbox
ベンチ bench
やおやさん vegetable shop
びょういん hospital
パンやさん bakery
としょかん library
いえ(家) house
コンビニエンスストア convenience store
さかなやさん fishmonger
こうじげんば construction site
ビル building
ゆうびんきょく post office
ポスト mailbox
ほいくえん nursery school
デパート department store
アドバルーン advertising balloon
がっこう school
レストラン restaurant
こうばん police box
えき station
でんしゃ train
せんろ tracks
ふみきり railroad crossing
くるま car
タクシー taxi
びようしつ beauty parlor
カフェ café
スーパーマーケット supermarket
マンション apartment 
だいく carpenter
おまわりさん police officer
せんせい teacher
かんごし nurse
いしゃ doctor
コック chef
かいしゃいん office worker
がか painter
うんてんしゅ driver
しょうぼうし firefighter
ゆうびんやさん letter carrier
びようし beautician
ほいくし nursery school teacher
しいくいん breeding staff
えきいん station staff
てんいん sales person
しょうぼうしゃ fire engine
じどうはんばいき vending machine

ことばずかんSuperDX　「単語一覧表」
P４～５　【まち・しごと】



日本語 英語 二語文
タクシー taxi
バス bus
オートバイ motorcycle
スクーター scooter
ようちえんバス school bus
タンクローリー tanker
ケーブルカー cable car
じょうききかんしゃ steam locomotive
じてんしゃ bicycle
さんりんしゃ tricycle
ベビーカー stroller
ゆうびんしゃ mail truck
トラック truck
しょうぼうしゃ fire engine
パトロールカー police car
きゅうきゅうしゃ ambulance
ミキサーしゃ mixer car
パワーショベル power shovel
ダンプカー dump truck
ホイルローダー wheel loader
ヘリコプター helicopter
じてんしゃおきば bicycle lot
バスてい bus stop
ほどうきょう pedestrian bridge
せいそうしゃ garbage truck
しんごう traffic light
おうだんほどう crosswalk
ききゅう hot-air balloon
ほどう sidewalk
くうこう airport
みなと harbor
とうだい lighthouse
しんかんせん bullet train
ひこうせん airship
かもめ seagull
くも（雲） cloud
くじら whale
かんせいとう control tower
ふね ship
ひこうき airplane
やま mountain
ロケット rocket

P６～７　【こうつう・のりもの】



日本語 英語 二語文
めがね glasses めがねをかける
しんぶん newspaper しんぶんをよむ
でんわ telephone でんわをかける
ぼうし hat　 ぼうしをぬぐ
えほん picture book えほんをよむ
テレビ television テレビをみる
チョコレート chocolate チョコレートをたべる
ケーキ cake ケーキをたべる
ケーキ cake ケーキをきる
つみき blocks つみきをつむ
スリッパ slippers スリッパをはく
くつ shoes くつをぬぐ
おもちゃ toys おもちゃをかたづける
ふく clothes ふくをきる
さら plates さらをはこぶ
ジュース juice ジュースをのむ
みず water みずをのむ
クッション cushions クッションをはこぶ
ごみ garbage ごみをすてる
せんめんだい wash basin せんめんだいでてをあらう　（三語文）

ソファー sofa みどりいろのソファー
げんかんマット door mat あおいげんかんマット
カーペット rug あかいカーペット
ミニカー miniature car みどりいろのミニカー
カレンダー calendar ももいろのカレンダー
かばん bag ちゃいろのかばん
くつした socks しろいくつした
せんぷうき electric fan みずいろのせんぷうき
くつばこ shoe rack ちゃいろのくつばこ
リモコン remote control くろいリモコン
カーテン curtain きいろいカーテン
ぼうしかけ cap rack きみどりいろのぼうしかけ
テーブル table まるいテーブル
マシュマロ marshmallow しろいマシュマロ
あめ（飴） candy drops あまいあめ
ごみばこ garbage can ちゃいろのごみばこ
ティッシュペーパー tissue しろいティッシュペーパー
しょっき dishes しろいしょっき

P８～９　【いえのなか１】



日本語 英語 二語文
まないた cutting board
だいどころ kitchen
やかん kettle
コンロ stove
しゃもじ rice scoop
はぶらし toothbrush
タオル towel
ふみだい foot stool
きゅうす teapot
そうじき vacuum cleaner
おちゃわん rice bowl
しょっきだな cupboard
せんたくき washing machine
せんたくかご laundry basket
せんめんき wash bowl
マット bath mat
シャワー shower
ゆか floor
しょうゆ soy sauce
ソース sauce
よくそう bathtub
おふろば bathroom
せっけん soap
トイレ restroom
ポット hot water pot
ドライヤー hair dryer
トイレットペーパー toilet paper
さいふ purse
かぎ key
しゃしん photos
ティーカップ teacup
でんき light
かいが picture
パソコン computer
はな flower
かびん vase
てがみ letter
クレヨン crayon
おりがみ origami
のり paste
えんぴつ pencil
けしゴム eraser
にがおえ portrait
スマートフォン cellphone
じゃぐち tap
コップ cup
かがみ mirror
せんめんだい wash basin
さら plates

P１０～１１　【いえのなか２】



日本語 英語 二語文
ひつじ sheep
ゴリラ gorilla
とら tiger
しろくま polar bear
やぎ goat
すずめ sparrow
くま bear
あひる duck
ぶた pig
ぞう elephant
さる monkey
ライオン lion
ひよこ chick
にわとり chicken
うま horse
うし cow
ふくろう owl
からす crow
はと pigeon
おうむ parrot
つる crane
とりのす bird nest
くじゃく peacock
きつね fox
はげわし vulture
こうもり bat
へび snake
いぬ dog
ねこ cat

日本語 英語 二語文
きりん giraffe きりんがエサをたべる　（三語文）
しまうま zebra しまうまがはしる
カンガルー kangaroo カンガルーがはねる
パンダ panda パンダがエサをたべる　（三語文）
らくだ camel らくだがすわる
わに crocodile わにがもぐる
さい rhinoceros さいがツノでつつく　（三語文）
かば hippopotamus かばがあくびをする
コアラ koala コアラがあかちゃんをおんぶする　（三語文）

ばく tapir ばくがみずをのむ　（三語文）
フラミンゴ flamingo フラミンゴがたつ
だちょう ostrich だちょうがはしる
ペリカン pelican ペリカンがなく
あらいぐま raccoon あらいぐまがあらう
うさぎ rabbit うさぎがエサをたべる　（三語文）
ひょう leopard ひょうがはしる
アルマジロ armadillo アルマジロがまるくなる
トナカイ reindeer トナカイがツノでつつく　（三語文）
アルパカ alpaca アルパカがあるく
かめ turtle かめがおよぐ
レッサーパンダ red panda レッサーパンダがたつ
ビーバー beaver ビーバーがおよぐ
ナマケモノ sloth ナマケモノがきにぶらさがる　（三語文）

ミーアキャット meerkat ミーアキャットがたつ
スカンク skunk スカンクがエサをたべる　（三語文）
きつつき woodpecker きつつきがきをつつく　（三語文）

P１２～１３　【どうぶつえんのいきもの１】

P１４～１５　【どうぶつえんのいきもの２】



日本語 英語 二語文
ペンギン penguin
いか squid
かに crab
あざらし seal
らっこ sea otter
いるか dolphin
しゃち killer whale
たこ octopus
ひとで starfish
いそぎんちゃく sea anemone
ひらめ flounder
かれい flounder
さめ shark
ふぐ blowfish
たつのおとしご sea horse
ねったいぎょ tropical fish
えい ray
まんぼう ocean sunfish
うみがめ sea turtle
さんご coral
くらげ jellyfish
うに sea urchin
かいそう seaweed
じんべえざめ whale shark
こばんざめ shark sucker
うつぼ moray eel
えび shrimp
たい sea bream
さけ salmon
まぐろ tuna
ちょうちんあんこう footballfish
アシカ sea lion
かい shellfish
かつお bonito

日本語 英語 二語文
かだん flower bed
すなば sandbox
バット bat
グローブ glove
ボール ball
バケツ bucket
じょうろ watering pot
スコップ shovel
しゃぼんだま bubbles
かみひこうき paper airplane
すべりだい slide
ブランコ swing
シーソー seesaw 
サッカーボール soccer ball
すなやま mound
てつぼう iron bar
さく railing
みずのみば drinking fountain
じゅんばん stand in line
よこはいり cut in line

P１６～１７　【すいぞくかんのいきもの】

P１８～１９　【こうえん～たいせつなことば～】



日本語 英語 二語文
はち bee
あり ant
いもむし caterpillar
せみ cicada
てんとうむし ladybug
ちょう butterfly
くも spider
かぶとむし beetle
くわがた stag beetle
ばった grasshopper
こおろぎ cricket
みのむし bagworm
かまきり mantis
ほたる firefly
かたつむり snail
くものす spider web
だんごむし pillbugs
どじょう loach
あめんぼ water strider
ざりがに crayfish
めだか killifish
かえる frog
おたまじゃくし tadpole
とんぼ dragonfly
とかげ lizard
むしあみ net
カメラ camera
リュック backpack
すいとう water bottle
しか deer
リス squirrel
いのしし wild boar
つばめ swallow
たぬき racoon dog
もぐら mole
すずむし bell cricket
みみず earthworm
ももんが ｆlying squirrel
き（木） tree
かわ（川） river
むしめがね magnifying glass

P２０～２１　【むし・しぜんのいきもの】



日本語 英語 二語文
はくさい Chinese cabbage みずみずしいはくさい
しいたけ shiitake mushroom ちゃいろのしいたけ
にんじん carrot だいだいいろのにんじん
キャベツ cabbage きみどりいろのキャベツ
だいこん Japanese radish しろいだいこん
かぶ turnip しんせんなかぶ
ピーマン green pepper みどりいろのピーマン
トマト tomato あかいトマト
ねぎ leek ほそながいねぎ
きゅうり cucumber みどりいろのきゅうり
たまねぎ onion たくさんのたまねぎ
レタス lettuce しんせんなレタス
じゃがいも potato たくさんのじゃがいも
かぼちゃ pumpkin おおきいかぼちゃ
とうもろこし corn きいろいとうもろこし
さつまいも sweet potato おおきいさつまいも
なす eggplant むらさきいろのなす
ほうれんそう spinach みどりいろのほうれんそう
ブロッコリー broccoli みどりいろのブロッコリー
カリフラワー cauliflower しろいカリフラワー
アスパラガス asparagus ほそながいアスパラガス
キウイ kiwi fruit あまずっぱいキウイ
すいか watermelon おおきいすいか
さくらんぼ cherry あかいさくらんぼ
ぶどう grape むらさきいろのぶどう
りんご apple あかいりんご
バナナ banana きいろいバナナ
レモン lemon すっぱいレモン
みかん mandarin orange あまずっぱいみかん
いちご strawberry あかいいちご
かき persimmon だいだいいろのかき
もも peach あまいもも
びわ loquat だいだいいろのびわ
メロン melon おおきいメロン
ブルーベリー blueberry あまずっぱいブルーベリー
マンゴー mango あまいマンゴー
グレープフルーツ grapefruit きいろいグレープフルーツ
イチジク fig あまいイチジク
パイナップル pineapple あまずっぱいパイナップル
オクラ okra みどりいろのオクラ
ごぼう burdock ほそながいごぼう

P２２～２３　【やおやさんとくだものやさん】



日本語 英語 二語文
メニュー menu
カレーライス curry and rice
オムライス rice omelet
サンドウィッチ sandwiches
ハンバーグ hamburger
コロッケ croquette
マカロニグラタン macaroni gratin
ホットケーキ pancakes
プリン pudding
ケーキ cake
クッキー cookies
パフェ parfait
すし sushi
てんどん tempura bowl
スパゲッティ spaghetti
サラダ salad
シチュー stew
やきざかな grilled fish
おたま ladle くろいおたま
フライがえし turner ぎんいろのフライがえし
トング tongs ぎんいろのトング
エプロン apron
やさい vegetables とれたてのやさい
にく meat しんせんなにく
くだもの fruit もぎたてのくだもの
さかな fish しんせんなさかな
あかい　なべ red pot なべでゆでる
きいろい　なべ yellow pot なべでにる
ほうちょう kitchen knife ほうちょうできる
ながし sink ながしであらう
オーブン oven オーブンでやく
れいぞうこ refrigerator れいぞうこでひやす
フライパン frying pan フライパンでやく
グリル grill グリルでやく
あわだてき whisk あわだてきであわだてる
てんぷらなべ deep fryer てんぷらなべであげる
すいはんき rice cooker すいはんきでごはんをたく
ちょうみりょう seasoning ちょうみりょうをいれる

P２４～２５　【レストランでおりょうり】

　○○をつくる。
　○○はおいしそうだね。
　○○ができたよ。



日本語 英語 二語文
うんどうぐつ sneakers しろいうんどうぐつ
ハイヒール pumps くろいハイヒール
サンダル sandals あかいサンダル
ながぐつ rainboots あおいながぐつ
トートバック tote bag しろいトートバック
リュックサック backpack あおいリュックサック
ハンドバッグ handbag くろいハンドバッグ
ワンピース dress ピンクいろのワンピース
ティーシャツ T-shirt しろいティーシャツ
ズボン pants あおいズボン
シャツ shirt あかいシャツ
ゆびわ ring あかいゆびわ
ネックレス necklace あおいネックレス
レジ cash register ピンクいろのレジ
むぎわらぼうし straw hat きいろいむぎわらぼうし
ニットぼう knitted hat オレンジいろのニットぼう
やきゅうぼう baseball cap あおいやきゅうぼう
うでどけい wristwatch あおいうでどけい
くちべに lipstick あかいくちべに
こうすい perfume むらさきいろのこうすい
ワイシャツ shirt しろいワイシャツ
ジャケット jacket くろいジャケット
スーツ suit こんいろのスーツ
ブラウス blouse きいろいブラウス
スカート skirt あかいスカート
マフラー scarf あおいマフラー
チューリップ tulip あかいチューリップ
ばら rose あかいばら
すいせん narcissus しろいすいせん
パンジー pansy きれいなパンジー
ラベンダー lavender むらさきいろのラベンダー
すずらん lily of the valley しろいすずらん
サボテン cactus みどりいろのサボテン
カーネーション carnation あかいカーネーション
デイジー daisy しろいデイジー
ヒヤシンス hyacinth むらさきいろのヒヤシンス
とけい clock おおきいとけい
しちゃくしつ fitting room きれいなしちゃくしつ
かがみ mirror かがみをみる
はなたば bouquet はなたばをもつ
カート shopping cart カートをおす
ちず directory ちずをみる
クレーンゲーム crane game クレーンゲームであそぶ
カプセルゲーム capsule toys カプセルゲームであそぶ
もぐらたたき whack a mole game もぐらたたきであそぶ
はなやさん florist
ようふくやさん clothing store
ゲームコーナー game arcade
いりぐち entrance

P２６～２７　【ショッピングモール】



日本語 英語 二語文
チャーハン fried rice
アイスクリーム ice cream
ナフキン napkin
おしぼり steamed towel
ナイフ knife
フォーク fork
スプーン spoon
にもつ baggage
ラーメン ramen noodles
うどん udon noodles
ステーキ steak
オムレツ omelet
ぎょうざ Chinese meat dumplings
シューマイ steamed meatball dumplings
おこさまランチ kids' lunch
だんご dumplings
そば buckwheat noodles
ピザ pizza
ぎゅうどん beef bowl
かまめし kamameshi bowl
チリソース chili sauce
しちみトウガラシ seven flavor chili pepper
スパゲッティ spaghetti
ドリンクバー drink bar
フライドポテト French fries
ハンバーガー hamburger
チキンナゲット chicken nugget
アップルパイ apple pie
ドーナツ doughnut
ポップコーン popcorn
ポスター poster
トレイ tray
メニュー menu
ジュース juice
レジ cash register
てんどん tempura bowl
かつどん pork cutlet bowl
みず water
クレープ crepe 
セットメニュー set menu
うなどん eel bowl
いくらどん salmon roe bowl
おこのみやき okonomiyaki
にくまん steamed meat bun
たこやき takoyaki 
はし chopsticks
ごはん rice
おみそしる miso soup
たまごやき omelet
たくあん pickled radish
なっとう natto
よびだしベル beeper
どんぶりやさん bowl shop
ちゅうかりょうりやさん Chinese restaurant
たこやきやさん  takoyaki shop
ハンバーガーやさん hamburger shop
へんきゃくぐち tray return

P２８～２９　【フードコート】



日本語 英語 二語文
ジェットコースター roller coaster
メリーゴーラウンド merry-go-round
かんらんしゃ Ferris wheel
バイキング Viking ship
おしろ castle
ティーカップ（遊園地） teacup
ふうせん balloon
クレープやさん crepe shop
パラソル parasol
ゲート gate
チケット ticket

日本語 英語 二語文
けんばん keyboard
おんぷ musical notes
がくふ score がくふをよむ
しき conductor しきをする
おきゃくさん audience おきゃくさんがはくしゅをする　（三語文）

ピアノ piano ピアノをひく
トランペット trumpet トランペットをふく
タンバリン tambourine タンバリンをたたく
シンバル cymbal シンバルをならす
もっきん xylophone もっきんをたたく
バイオリン violin バイオリンをひく
ハーモニカ harmonica ハーモニカをふく
カスタネット castanets カスタネットをたたく
たいこ drum たいこをたたく
クラリネット clarinet クラリネットをふく
チェロ cello チェロをひく
すず bells すずをならす
トライアングル triangle トライアングルをたたく
フルート flute フルートをふく
ギター guitar ギターをひく
かしゅ singer かしゅがうたをうたう　（三語文）
ど Ｃ　(do)
れ D　(re)
み Ｅ　(mi)
ふぁ Ｆ　(fa)
そ Ｇ　(so)
ら Ａ　(la)
し Ｂ　(si)
ど（高音） Ｃ　(do)

P３０～３１　【ゆうえんち】

P３２～３３　【コンサートホールでえんそうかい】



日本語 英語 二語文
パンづくりのへや bakery room
そうこ garage
あんぱん bean-jam bun あんぱんをたべる
チョココロネ chocolate bread チョココロネをはこぶ
クロワッサン croissant クロワッサンをはこぶ
ロールパン bread roll ロールパンをやく
プレッツェル pretzel プレッツェルをやく
めんぼう rolling pin めんぼうできじをのばす　（三語文）
バター butter バターをぬる
きじ dough きじをこねる
ぎゅうにゅう milk ぎゅうにゅうをいれる
たまご egg たまごをわる
こむぎこ flour こむぎこをはこぶ
さとう sugar さとうをいれる
かまど oven かまどでパンをやく　（三語文）
ぞうきん dust cloth ぞうきんでふく
ブラシ brush ブラシでこする
はさみ scissors はさみでかみをきる　（三語文）
タイヤ tire タイヤをはこぶ
ポスター poster ポスターをはる
カレーパン curry bun やきたてのカレーパン
フランスパン French bread やきたてのフランスパン
しょくぱん bread やきたてのしょくぱん
メロンパン melon bread やきたてのメロンパン
ポスター poster おおきいポスター
かなづち hammer ながいかなづち
かなづち hammer みじかいかなづち
のこぎり saw ながいのこぎり
のこぎり saw みじかいのこぎり
ペンキ paint あかいペンキ
ペンキ paint あおいペンキ
ペンキ paint きいろいペンキ
ペンキ paint しろいペンキ
ペン pen ふといペン
ペン pen ほそいペン
でんち battery おおきいでんち
でんち battery ちいさいでんち
ねじ screw おおきいねじ
ねじ screw ちいさいねじ
ドライバー screwdriver ふといドライバー
ドライバー screwdriver ほそいドライバー
だい platform たかいだい
ふみだい foot stool ちゃいろのふみだい
きばこ wooden box おおきいきばこ
きばこ wooden box ちいさいきばこ

P３４～３５　【ジャムおじさんのパンこうじょう】



日本語 英語 二語文
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
あさごはん breakfast
パジャマ pajamas
ひるごはん lunch
おやつ snack time
ひるね nap
おふろ bath
ベッド bed
たいよう sun
くも（雲） cloud
やま mountain
もり forest
あくび yawn
たいそう exercise
まくら pillow 
あさのあいさつ morning greetingｓ
あおぞら blue sky
パラソル parasol
ひるまのあいさつ afternoon greetings
カフェ café
よぞら night sky
つき moon
ほし star
シャワー shower
よるのあいさつ evening greetings 
ふんすい fountain
えんとつ chimney

P３６～３７　【あいさつ・いちにち】



日本語 英語 二語文
はる spring
ひなまつり Doll festival
さくら cherry tree
ちょう butterfly
たんぽぽ dandelion
つくし horsetail
ひしもち hishi mochi
さくらもち sakura mochi
もものはな peach blossom
ひなあられ hina rice cracker
あまざけ amazake 
たんごのせっく Boys' day
ごがつにんぎょう gogatsu ningyou
しょうぶゆ iris bath
こいのぼり carp streamer
かしわもち kashiwa mochi
ははのひ Mothers' day
カーネーション carnation
なつ summer
つゆ rainy season
あめ（雨） rain
あじさい hydrangea
かたつむり snail
かさ umbrella
かいすいよく at the beach
みずぎ swim suit
うきわ float ring
うみ sea
なみ wave
サーフィン surfing
ビーチボール beachball
すいかわり watermelon splitting game
すいか watermelon
なつまつり summer festival
やたい stand
わたがし cotton candy
ぼんおどり Bon dance
ゆかた yukata
ちょうちん paper lantern
たいこ drum
ヨーヨー yoyo 
ひまわり sunflower
はなび fireworks
はっぴ happi coat

P３８～３９　【きせつ・ぎょうじ～はる・なつ～】



日本語 英語 二語文
あき fall
くも（雲） cloud
かぜ wind
おちば fallen leaves
どんぐり acorn
もみじ maple
おつきみ moon viewing
つきみだんご tsukimi dumpling
まんげつ full moon
すすき Japanese pampas grass　
まつぼっくり pinecone
ハロウィーン Halloween
おかし candy 
かそう costume
うんどうかい sports day
リレー relay race
バトン baton
はちまき headband
つなひき tug of war
つな rope 
しんぱん referee
おおだまころがし giant ball rolling
おおだま giant ball
しちごさん the seven-five-three festival
きもの kimono
はおりはかま haori coat and hakama skirt
ちとせあめ chitose candy
ふゆ winter
クリスマス Christmas
プレゼント present
クリスマスツリー Christmas tree
クリスマスケーキ Christmas cake
サンタクロース Santa Claus
トナカイ reindeer
フライドチキン fried chicken
かざりつけ decorating the tree
おしょうがつ New Year
ゆき snow
たこあげ kite‐flying
たこ（凧） kite
かまくら igloo
もち rice cake
ゆきだるま snowman
おせちりょうり osechi dishes
おぞうに ozouni
かどまつ New Year's pine decoration
かがみもち decoration rice cake
カルタ Japanese card game
せつぶん setsubun 
まめ bean 
えほうまき ehoumaki
まめまき bean-throwing
おに ogre
シチュー stew
ゆきがっせん snowball fight

P４０～４１　【きせつ・ぎょうじ～あき・ふゆ～】



日本語 英語 二語文
あたま head あたまをかく
まゆげ eyebrow
め eye めをあける
みみ ear みみをすます
くち mouth くちをあける
は tooth はをみがく
はな nose はなをつまむ
ほお cheek ほおをふくらませる
くび neck くびをかしげる
あご chin あごをしゃくる
した tongue したをだす
て hand てをつなぐ
かお face
うで arm うでをまわす
おなか stomach おなかがなる
あし leg あしをそろえる
せなか back せなかをさする
おしり buttocks おしりをたたく
かみのけ hair かみのけをとかす
かた shoulder かたをくむ
ひじ elbow ひじをつく
ひざ knee ひざをまげる
こし hip こしをふる
むね chest むねをはる
おへそ belly button おへそをかくす
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

日本語 英語 二語文
ボール ball おおきいボール
ボール ball ちいさいボール
シール sticker ハートがたのシール
シール sticker ほしがたのシール
おちゃ barley tea つめたいおちゃ
おちゃ green tea あついおちゃ
じてんしゃ bicycle あかいじてんしゃ
ほん book あついほん
ほん book うすいほん
かさ umbrella あかいかさ
かさ umbrella あおいかさ
ごはん rice たくさんのごはん
ごはん rice すこしのごはん
いす chair おおきいいす
いす chair ちいさいいす
ズボン pants みどりいろのズボン
ズボン pants あおいズボン
おふろ bath あついおふろ
よむ read a book ほんをよむ
のむ drink tea おちゃをのむ
はる（貼る） put a sticker on シールをはる
なげる throw a ball ボールをなげる
のる get on a bike じてんしゃにのる
はいる take a bath おふろにはいる
たべる eat rice ごはんをたべる
はく put the pants on ズボンをはく
さす open an umbrella かさをさす
すわる sit on a chair いすにすわる

P４４～４５　【にごぶんをつくろう】

P４２～４３　【かお・からだ】



日本語 英語 二語文
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
ハートがた heart
１（いち） one
２（に） two
３（さん） three
４（し） four
５（ご） five
６（ろく） six
７（しち） seven
８（はち） eight
９（きゅう） nine
１０（じゅう） ten

日本語 英語 二語文
にほんご Japanese
えいご English
ちゅうごくご Chinese
かんこくご Korean
ろしあご Russian
あらびあご Arabic
いたりあご Italian
ふらんすご French
すぺいんご Spanish
どいつご German

P４８～４９　【せかいのあいさつ】

P４６～４７　【いろ・かたち・かず】


