
岩倉市日本語適応指導教室

学習を理解するために必要なことば

１年生

なまえ



○ 人をあらわすことば ○ 人をあらわすことば

あかちゃん 赤ちゃん どちらさま どちらさま

おかあさん お母さん ともだち 友だち

おきゃくさま お客さま なかま 仲間

おじいちゃん おじいちゃん なかまあつめ 仲間あつめ

おとうさん お父さん にいさん 兄さん

おとこのこ 男の子 ねえさん 姉さん

おねえちゃん お姉ちゃん ひと 人

おばあちゃん おばあちゃん ぼく 僕

おんなのこ 女の子 ぼくら ぼくら

きゃく 客 （お客さま） わたし 私

こども 子ども くん 君 （けんじ君）

じぶん 自分 さま さま （おきやくさま）

せんせい 先生 さん さん （みつこさん）

ちょうりいん ちょうりいん 〈調理員〉 ねんせい 年生 （6年生）



○ 体に関係することば ○ 体に関係することば

あせ 汗 こえ 声

おなか お腹 て 手 （手を上げる）

かお 顔 は 歯

かた 肩 ひざ ひざ

○ 位置をあらわすことば ○ 位置をあらわすことば

うえ 上 となり 隣

うしろ 後ろ なか 中

うら 裏 ななめ 斜め

おもて 表 ひだり 左

した 下 まわり まわり

たかい 高い まんなか 真ん中

たて 縦 みぎ 右

むこうがわ 向こう側



○ 場所をあらわすことば ○ 場所をあらわすことば

ばしょ 場所 なみ 波

ふりだし ふりだし なみうちぎわ 波打ちぎわ

うみ 海 のはら 野原

うみべ 海辺 まち 町

かいすいよく 海水浴 ものおき 物置

じめん 地面 やど 宿

かわら 川原

○ 文と文をつなぐことば ○ 文と文をつなぐことば

また また （また来る）

○ ものを指し示すことば ○ ものを指し示すことば

こう こう （こうやって） こんなに こんなに

この この その その

これ これ それ それ

こんな こんな



○ 天気をあらわすことば ○ 天気をあらわすことば

あたたかい 曖かい てんき 天気

しも 霜

○ 擬音語・擬態語 ○ 擬音語・擬態語

かたかたかた カタカタカタ どきどき ドキドキ （する）

がちゃんがちゃん ガチャンガチャン とことこ とことこ （とことこあるく）

きらきら、きらきらと キラキラ、キラキラと ぱんぱん ぱんぱん （ばんばんたたく）

ざざあん ザザーン ［波の音］ ふかふか ふかふか

ちょこちょこ ちょこちょこ わくわく わくわく

○ 時をあらわすことば ○ 時をあらわすことば

あとから 後から なつ 夏

あき 秋 なつやすみ 夏休み

あした 明日 にち 日 （３月７日）

いま 今 にちようび 日曜日

うち うち （1日のうちで） はじめ 初め



おわり 終わり はん 半 （２時半）

がつ 月 （4月） ひる 昼 （お昼）

きのう 昨日 ふゆ 冬

きょう 今日 ふゆやすみ 冬休み

きんようび 金曜日 まいにち 毎日

こんど 今度 まえ 前 （前の日から）

じかん 時間 よあけ 夜明け

しばらくする しばらくする よくじつ 翌日

しょうがつ 正月 つぎ 次

そこ そこへ ［時］ そろそろ そろそろ （そろそろおひるだ）

そのうち そのうち ときどき ときどき

○ 疑問・質問をあらわすことば ○ 疑問・質問をあらわすことば

だれ 誰 なあに なあに （これ、なあに）

どう どう （これからどうなるか） なに 何

どれだけ どれだけ なん 何 （何グラムあるか）

どんな どんな



○ 色をあらわすことば ○ 色をあらわすことば

あおい 青い きいろ 黄色

あか 赤 きいろい 黄色い

あかい 赤い くろ 黒

あかぐみ 赤組 くろい 黒い

いろ 色 しろぐみ 白組

○ 量や大きさをくらべることば ○ 量や大きさをくらべることば

おなじ 同じ ちがい 違い

すこし 少し どちら どちら

たくさん たくさん どちらか どちらか

○ 食べもののなまえ ○ 食べもののなまえ

あめ 飴 だんご 団子

たまご 卵 チョコレート チョコレート

たまごやき 卵焼き ビスケット ビスケット



○ 植物のなまえ・植物にかんけいすることば ○ 植物のなまえ・植物にかんけいすることば

あさがお 朝顔 たねまき 種まき

いぐさ い草 チューリップ チューリップ

イチョウ イチョウ つくし つくし

うえる 植える つくしとり つくしとり

おくら オクラ つぼみ つぼみ

おちば 落ち葉 どんぐり どんぐり

おなもみ おなもみ どんぐりくじ どんぐりくじ

かき 柿 どんぐりごま どんぐりごま

かぶ かぶ なす なす 〈茄子〉

き 木 （木のぼう） なっぱ なっぱ 〈菜っぱ〉

きく 菊 なる なる （実がなる）

きゅうこん 球根 はっぱ はっぱ 〈葉っぱ〉

ぎんなん ぎんなん はな 花

くさ 草 ヒマワリ ヒマワリ

くさばな 草花 ひゃくにちそう ひゃくにちそう

くり 栗 ふようど 腐葉土

コスモス コスモス ホウセン力 ホウセン力



さいばい 栽培 まく まく （種をまく）

さく 咲く （花が咲く） マツバボタン マツバボタン

ささ 笹 まめ 豆

ざっそう ざっそう 〈雑草〉 まりいごうるど マリーゴールド

さるびあ サルビア み 実

しちゅう しちゅう 〈支柱〉 みかん 蜜柑

ジャガイモ ジャガイモ ヤツデ ヤツデ

じょうろ じょうろ

○ 生物のなまえ・生物にかんけいすることば ○ 生物のなまえ・生物にかんけいすることば

あひる あひる せびれ 背びれ

いきもの 生き物 つる 鶴

ウサギ ウサギ どうぶつ 動物

カエル カエル とり 鳥

カマキリ カマキリ ハムスター ハムスター

コイ コイ ミツバチ ミツバチ

こぶな こぶな モンシロチョウ モンシロチョウ



○ 状態や様子をあらわすことば ○ 状態や様子をあらわすことば

あがり 上がり とても、とっても とても、とっても

あく 空く とまる 止まる

あそび 遊び にる 似る

あたり 当たり のこる 残る

あつめ 集め （空き缶集め） のびる 伸びる

あて 当て （数当て） はずれ はずれ

あぶない 危ない ひかる 光る

しぬ 死ぬ ひっこむ 引っ込む

しんぱいがお 心配顔 ふえる 増える

すく すく （おなかがすく） ほしい 欲しい

そっと そっと （そっとすてる） まける 負ける

たのしみ 楽しみ まつ 待つ

ちょうど ちょうど みえる 見える

ちょっと ちょっと むき 向き （風の向き）

つく つく （単位につくことば） めだつ 目立つ

できる 出来る わりに わりに

できる できる （＝完成する）



○ 動作をあらわすことば ○ 動作をあらわすことば

かく かく （汗をかく） つかう 使う

ちかづく 近づく つかむ つかむ

あげる あげる （妹にあげる） つくる 作る

あげる 上げる （持ち上げる） つける つける （印を付ける）

あそぶ 遊ぶ つなぐ つなぐ

あたる 当たる でかける 出かける

あつめる 集める でる 出る

あらう 洗う とぶ 飛ぶ

あるく 歩く とぶ 跳ぶ

あわせる 合わせる とる 取る （種を取る）

いう 言う とる 撮る （写真を撮る）

いく 行く ならぶ 並ぶ

おいかける 追いかける にがす 逃がす

おいこす 追い越す にぎる 握る

おう 追う ねる 寝る

おく 置く のむ 飲む



おしえる 教える のる 乗る

おそわる 教わる はいる 入る

おちる 落ちる はしる 走る

おりる 降りる ひっこめる 引っ込める

おる 折る （画用紙を折る） ひろう 拾う

かう 買う ふむ 踏む

かえる 替える （入れ替える） ふる 振る （さいころを振る）

かえる 帰る まわる 回る

かきいれる 書き入れる みがく みがく （歯をみがく）

かく 書く みつかる 見つかる

かくれる 隠れる みる みる （味をみる）

かさねる 重ねる むかう 向かう

かつ 勝つ むく むく （かわをむく）

かわるがわる 代わる代わる めぐまれる 恵まれる

かんがえる 考える もうしこむ 申しこむ

きく 聞く もちはこぶ 持ち運ぶ

くる 来る もつ 持つ

さわる さわる （指でさわる） もってくる 持って来る



しぼる 絞る もとめる 求める

しる 知る やむ 止む （雨が止む）

すすむ 進む やる やる

する する （そうじをする） よごす 汚す

そだてる そだてる 〈育てる〉 よみとる 読みとる

たたく 叩く わける 分ける

たつ 立つ わたる 渡る

たてる 立てる かわる 変わる

たべる 食べる

○ その他のことば ○ その他のことば

ほら ほら （ほら、あった） しごと 仕事

まだ まだ ふとん ふとん

わ 輪 （なわを～にする） わた 綿

わく 枠



○ 形容詞 い形容詞 ○ 形容詞 い形容詞

あたらしい 新しい しおからい 塩辛い

うれしい うれしい すくない 少ない

おいしい おいしい ちいさい 小さい

おおい 多い ながい 長い

おおきい 大きい ひろい 広い

おもい 重い やすい 安い

おもしろい 面白い よわよわしい 弱よわしい

くすぐったい くすぐったい

○ 形容詞 な形容詞 ○ 形容詞 な形容詞

きれいな きれいな すきな 好きな

ざんねんな 残念な だいじょうぶな だいじょうぶな

じゆうな 自由な とくいな 得意な

しんぱいな 心配な



○ 学習用具 体育 ○ 学習用具 体育

あかしろぼうし 赤白帽子 なわとび 縄跳び

たいそうふく 体操服 のぼりぼう 登りぼう

てつぼう 鉄ぼう はた 旗

とびばこ 跳び箱

○ 学習用具 図工 ○ 学習用具 図工

ねんど ねん土 はさみ はさみ

○ 学習用具 国語 ○ 学習用具 国語

えんぴつけずり えんぴつ削り ノート ノート

けしごむ 消しゴム

○ 学習用具 算数 ○ 学習用具 算数

おはじき おはじき さいころ さいころ



○ 学習用具 音楽 楽器 ○ 学習用具 音楽 楽器

おおだいこ 大だいこ こだいこ 小だいこ

カスタネット カスタネット シンバル シンバル

グロッケン グロッケン すず すず

けんばんハーモニカ けんばんハーモニカ

○ 授業で使うことば 国語 ○ 授業で使うことば 国語

あのね あのね さあ さあ （さあ、はじめよう）

えほん 絵本 さがし 探し

おきにいり お気に入り じっと じっと （じっとしている）

かち 勝ち じてんしや 自転車

くるま 車 しなもの 品物

けいこ おけいこ しゃしん 写真

こうえん 公園 じゃんけん じゃんけん

ことば 言葉 じゅんび 準備

○ 授業で使うことば 体育 ○ 授業で使うことば 体育

かけっこ かけっこ きょうそう 競争



○ 授業で使うことば 図工 ○ 授業で使うことば 図工

あきばこ 空き箱 ざいりょう 材料

きる 切る ストロー ストロー

こうさく（する） 工作 びんのふた びんのふた

○ 授業で使うことば 生活科 ○ 授業で使うことば 生活科

もやすごみ 燃やすごみ おもちゃ おもちゃ

め 目 （目の細かいあみ） おんぶする おんぶする

あやとり あやとり がっこうたんけん 学校探検

ある ある （ジュースがある） がっしょう 合唱

アルバム アルバム かるた かるた

いい いい （いいにおい） きえる 消える （火が消える）

いえ 家 きがえる 着替える

いきものさがし 生きものさがし くじ クジ

いし 石 けん 券

いつ いつ （いつ花がさくのかな） けんだま けんだま

いっしょに いっしょに （いっしょに遊ぼうよ） こうえん こうえん



いっぱい いっぱい こままわし こままわし

いもばん いもばん しぜんとあそぶ しぜんとあそぶ

いもほり いもほり だるまおとし だるまおとし

いる いる （公園にいる） タンポポ タンポポ

いれ 入れ （おはじき入れ） どうぶつのせわ どうぶつのせわ

いれる 入れる （肥料を入れる） ドングリ ドングリ

いろいろな いろいろな バス バス

いろがみ 色紙 バスてい バスてい

うきわ 浮き輪 はなかんむり はなかんむり

うごかす 動かす はねつき はねつき

えさ 餌 みずあそび 水あそび

おがわ 小川 みせ 店

おしばな 押し花 やさいづくり やさいづくり

おもいで 思い出 ルール ルール （交通ルール）

○ 授業で使うことば 算数（式） ○ 授業で使うことば 算数（式）

こたえ 答え しき 式



○ 授業で使うことば 算数 ○ 授業で使うことば 算数

あと あと （あと３枚） おさらい おさらい

あわせ 合わせ （絵合わせ） カード カード

えあわせ 絵合わせ かね お金

もようづくり 模様づくり けいさん 計算

○ 授業で使うことば 算数（単位） ○ 授業で使うことば 算数（単位）

いくつ いくつ にん 人 （42人）

いくら いくら ばん 番 （25番目）

いちど 一度 （年に一度） ひき 匹 （５匹）

えん 円 （500円） ひとつ ひとつ

かい 回 （1回） ひとり ひとり 〈一人〉

くみ 組 （2組） ふん 分 （3時35分）

くらい 位 （十の位） ほん 本 （1本）

こ 個 （50個） まい 枚 （1枚）

さつ 冊 （10冊） め 目 （１回目）

だい 台 （１台） わ 羽 （５羽）



○ 授業で使うことば 算数（形） ○ 授業で使うことば 算数（形）

かたち 形 さんかく 三角 △

かたちづくり 形づくり しかく 四角 □

○ 授業で使うことば 算数（数） ○ 授業で使うことば 算数（数）

いち いち １、一 じゆう じゆう 10、十

かず 数 じゅんじょよく 順序よく

かずあて 数あて じゅんに 順に（順に取り出す）

かぞえる 数える すうじ 数字

きゅう きゅう ９、九 なな なな ７、七

く く ９、九 に に ２、二

ご ご 5、五 はち はち 8、八

さん さん ３、三 ひとつ ひとつ

し し ４、四 ひやく ひやく 100、百

しち しち ７、七



○ 授業で使うことば 算数（量・比較） ○ 授業で使うことば 算数（量・比較）

かさ かさ （びん全体のかさ） くらべる 比べる

くらべ 比べ （大きさ比べ） こえる 超える （一億を超える）

○ 授業で使うことば 音楽 ○ 授業で使うことば 音楽

うた 歌 リズム リズム

○ 授業や学校生活で使うことば あれこれ ○ 授業や学校生活で使うことば あれこれ

いす いす おちゃ お茶

いろみず 色水 きゅうしょく 給食

かさ 傘 きょうかしょ 教科書

がっこう 学校 すわる 座る

コップ コップ なふだ 名札

すごろく すごろく え 絵

そうじき 掃除機 かいがら 貝がら

そろえる そろえる さんすう 算数

だす 出す すな 砂

たなばた 七夕 せわする 世話する



たまいれ 玉入れ ぜんぶ 全部

たんざく 短冊 たからさがし 宝探し

ちゅうい 注意 たしざん たし算

てがみ 手紙 たす 足す

てづくり 手作り たま 玉 （一円玉）

どうぐ 道具 つくり 作り （模様作り）

どうぐいれ 道具入れ てん 点

とけい 時計 とび 跳び （二重とび）

なかよく 仲良く とり 取り （カード取り）

なぞなぞ なぞなぞ ながさくらべ 長さ比べ

ならべ 並べ （カード並べ） にじゅうとび 二重跳び

ならべる 並べる にっき 日記

なる なる （2年生になる） ねだん 値段

におい におい ねんど 粘土

にじゅう 二重 のこり 残り

にゅうがく 入学 はさみ はさみ

ぬる 塗る はっぴょう 発表

ねんがじょう 年賀状 はっぴょうかい 発表会



ば 場 ばんそう 伴奏

はなし 話 （お話） ひきざん ひき算

ビンゴゲーム ビンゴゲーム ひく 引く （96を引く）

プログラム プログラム ひく ひく （おもりをひく）

ページ ページ ひょう 表

へる 減る ほん 本

べんとう 弁当 まとあて 的当て

ぼう 棒 みず 水

むかえる 迎える みずくさ 水草

いりぐち 入り口 わなげ 輪投げ


