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学習を理解するために必要なことば

２年生

なまえ



○ 人をあらわすことば ○ 人をあらわすことば

あいて 相手 スカート スカート

あしあと 足あと せ、せい 背

いもうと 妹 たち たち （わたしたち）

おじさん おじさん としより 年寄り （お年寄り）

おにいちゃん お兄ちゃん はいしゃさん 歯医者さん

おばさん おばさん みんな みんな

きみ 君 めいじん 名人

○ 天気をあらわすことば ○ 天気をあらわすことば

あめ 雨 （雨の日） ゆうやけ 夕やけ

○ 体に関係することば ○ 体に関係することば

こぶし 拳 おやゆび 親指

あし 足 からだ 体

あたま 頭 りょうて 両手



○ 位置をあらわすことば ○ 位置をあらわすことば

あいだ 間 （AとBの間に） そとがわ 外側

あたり 辺り りょうぎし 両岸

ここ ここ

○ 場所をあらわすことば ○ 場所をあらわすことば

あぜみち あぜ道 はやし 林

あと 跡 （雨水の流れた跡） ひろば 広場

せんろ 線路 ほいくえん 保育園

ちきゅう 地球 や 屋 （本屋）

ちゅうしゃじょう 駐車場 ようちえん 幼稚園

どこ どこ ぶんぼうぐやさん 文房具屋さん

ぬま 沼

○ ものを指し示すことば ○ ものを指し示すことば

こういう こういう そう そう （本当にそうなる）



○ 文と文をつなぐことば ○ 文と文をつなぐことば

そして そして それで それで

そのあと そのあと なら なら （そうならいいけど）

それから それから まず まず （まず、本を出して）

○ 擬音語・擬態語 ○ 擬音語・擬態語

ごつごつ ゴツゴツ バキッ バキッ

スイスイ スイスイ （スイスイおよぐ） ブクブクと ブクブクと （ブクブクしずむ）

トントン トントン へへへ へへへ ［笑い］

どんどん どんどん ぼつぼつ ぼつぼつ （かおに～ができる）

○ 時をあらわすことば ○ 時をあらわすことば

ねん 年 （6年1組） じこく 時刻

あさ 朝 じほう 時報

あさのかい 朝の会 しょうご 正午

あと あと （１時間あと） たつ 経つ （時間が経つ）

あと あと （花のあとには） とき 時

あとで 後で ねんまつ 年末



いちにち 一日 はやおき 早起き

か 日 （10日） はやね 早寝

かげつ か月 （１か月） はる 春

がんたん 元旦 ばん 晩 （ひと晩）

けさ 今朝 ばんごはん 晩ご飯

ごご 午後 ひ 日

ごぜん 午前 みらい 未来

ごぜんちゅう 午前中 ようび 曜日

ことし 今年 よる 夜

ころ ころ （夏の終わりのころ） あきまつり 秋祭り

さきに 先に

○ 疑問・質問をあらわすことば ○ 疑問・質問をあらわすことば

どう どう （どう、つれた） どの どの

どうして どうして （どうして動くのだろう） どれ どれ

○ 色をあらわすことば ○ 色をあらわすことば

きつねいろ きつね色 ぎんかみ 銀紙



ぎん 銀

○ あいさつ ことば ○ あいさつ ことば

ありがとう ありがとう ようこそ ようこそ

どうぞ どうぞ

○ 乗りもののなまえ ○ 乗りもののなまえ

のりもの 乗りもの ボート ボート

バス バス ほじょりん 補助輪

○ 食べもの・飲みもののなまえ ○ 食べもの・飲みもののなまえ

かし 菓子 パン パン

しょっき 食器 カステラ カステラ

ソーセージ ソーセージ ごはん ごはん

たべもの 食べ物 やさいサラダ 野菜サラダ

バター バター ジュース ジュース



○ その他 もののなまえ ○ その他 もののなまえ

はた 旗 アクセサリー アクセサリー

はがき 葉書 びん 瓶

コート コート （服） ふた ふた

さら 皿 ふでばこ 筆箱

ずかん 図鑑 ふるしんぶん 古新聞

すりばち すり鉢 ふろ 風呂

せっけん 石鹸 ふろしき ふろしき

タオル タオル へい 塀

たこ たこ （ゆびにたこができる） ベッド ベッド

だるま 達磨 ベルト ベルト

つち 土 ほ 帆

つみき 積み木 ポスター ポスター

テイッシユ テイッシユ まゆ まゆ （かいこのまゆ）

テープ テープ むぎわら 麦わら

テーブル テーブル め 目 （さいころの目）

てぶくろ 手袋 メモ メモ

でんきストーブ 電気ストーブ ゆのみ 湯のみ



でんわ 電話 しんごうき 信号機

ぬいぐるみ ぬいぐるみ ものほしざお 物ほしざお

はりがね 針金 セロハン セロハン

あきかん 空きかん

○ 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

アジサイ アジサイ たねもみ 種もみ

イネ 稲 ツバキ 椿

いも いも つる つる

ウメ 梅 トウモロコシ トウモロコシ

えだ 枝 なえ 苗

エダマメ エダマメ なし 梨

かざり 飾り （花飾り） ニンジン ニンジン

カボチャ カボチャ ねもと 根元

かれき 枯れ木 は 葉

キャベツ キャベツ はくさい 白菜

くさとり 草取り はたけ 畑

くさはら 草はら はち 鉢



グレープフルーツ グレープフルーツ ハツカダイコン ハツカダイコン

こんにゃく こんにゃく ひらく 開く （花が開く）

サツマイモ サツマイモ ひりょう 肥料

さといも さといも ほ 穂

シクラメン シクラメン ホウレンソウ ホウレンソウ

しげみ しげみ 〈茂み〉 ミニトマト ミニトマト

しげる しげる 〈茂る〉 むぎ 麦

スギ スギ 〈杉〉 もみ もみ （もみをまく）

セロリ セロリ もみがら もみがら

だいこん 大根 やる やる （植物に水をやる）

たけひご 竹ひご ようぶん 養分

たねいも 種芋 レンゲソウ レンゲソウ

○ 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

ぞう 象 さなぎ さなぎ

アゲハチョウ アゲハチョウ ザリガニ ザリガニ

イヌ 犬 シオカラトンボ シオカラトンボ

うま 馬 すいそう 水槽



が 蛾 すずめ スズメ

かう 飼う すみか すみか （動物のすみか）

カタツムリ カタツムリ せいちょう 成長

カブトムシ カブトムシ ツバメ ツバメ

きりん キリン トノサマバッタ トノサマバッタ

ギンヤンマ ギンヤンマ とら 虎

くま 熊 ねこ 猫

クワガタムシ クワガタムシ パンダ パンダ

けやき けやき ホタル ホタル

ゲンゴロウ ゲンゴロウ ムクドリ ムクドリ

コオロギ コオロギ ようちゅう 幼虫

こじか 子鹿 よる 寄る （虫が寄ってくる）

さかな 魚 ライチョウ ライチョウ



○ 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

すくっと すくっと （すくっとおき上がる） なかなか なかなか （なかなか出てこない）

すぐに すぐに なんとなく 何となく

ぜったいに 絶対に はんぶん 半分

そうね そうね ひんやりと ひんやりと

たっぷり たっぷり （水をたっぷり入れる） へやそうじ 部屋掃除

たぶん たぶん ほんとうに 本当に

ちゃんと ちゃんと まいご 迷子 （迷子になる）

とくに 特に ゆっくり ゆっくり

○ 動作をあらわすことば ○ 動作をあらわすことば

あがる 上がる （立ち上がる） つかまる つかまる

あく 開く （あなが開く） つく 突く

あける 開ける （あなを開ける） つく 着く （駅に着く）

あんしんする 安心する つける つける

うごく 動く つたえる 伝える

うなずく うなずく つなぎあわせる つなぎあわせる

えらぶ 選ぶ つぶす つぶす



おきあがる 起き上がる つむ 積む

おきかえる 置き換える つめる 詰める

おきる 起きる つりあげる 釣り上げる

おとす 落とす つるす つるす

おどる 踊る できる できる （水たまりができる）

おねがいする お願いする とおす 通す （光を通す）

おぼえる 覚える とおりぬける 通りぬける

おぼれる おぼれる （川でおぼれる） とおる 通る

おもいだす 思い出す とじる とじる （本をひもでとじる）

おもう 思う とめる とめる

かえす 返す ともる ともる （ライトがともる）

かかる かかる （歯医者にかかる） とりかえる 取り替える

かかる かかる （時間がかかる） とりだす 取り出す

かきおわる 書き終わる とりつける 取り付ける （箱に取り付ける）

かきはじめる 書き始める なおす 治す （はを治す）

かくす 隠す ぬぐ 脱ぐ

かける かける （水をかける） ぬける ぬける

かこむ 囲む ねむる 眠る



かよう 通う のせる のせる （記事をのせる）

がんばる 頑張る はえる 生える

きめる 決める はがす はがす

きょうりょくする 協力する はかる 計る

きんちょうする 緊張する はく 掃く

くぎる 区切る はこぶ 運ぶ （持ち運ぶ）

くっつく くっつく はさむ はさむ

くばる 配る はじく はじく

くみたてる 組み立てる はじまる 始まる

こめる 込める （ねがいを込める） はじめる 始める （書き始める）

さがす 探す はなす 放す

さがる 下がる （熱が下がる） はる はる （水をはる）

しずむ 沈む はる 貼る （紙を貼る）

じまんする 自慢する ひく 引く （直線を引く）

しょうかいする 紹介する びっくりする びっくりする

しらせる 知らせる ひとまわりする ひとまわりする

しらべる 調べる ひろげる 広げる

しんじる 信じる ふかす ふかす 〈ふかしいも〉



すう 吸う （蜜を吸う） ふく ふく （汗をふく）

すくう すくう （水をすくう） まきつける 巻き付ける

すごす 過ごす まく 巻く

すむ 住む まげる 曲げる

ずれる ずれる まざる 混ざる

そうだんする 相談する まとめる まとめる

たおれる 倒れる まもる 守る

だしあう 出しあう みたてる 見立てる

たしかめる 確かめる みとおす 見通す

たちあがる 立ち上がる むかいあう 向かい合う

だっぴする 脱皮する むける 向ける

たてる 立てる （計画を立てる） もちいる 用いる

たのむ 頼む もらう もらう （おばさんからもらう）

ためす 試す もりあげる 盛り上げる

たりる 足りる やぶる 破る （からを破る）

たんけん 探検 よせる 寄せる

ちがう 違う よろこぶ 喜ぶ

ちぎる ちぎる



○ その他のことば ○ その他のことば

おもし 重し しん 芯 （テープの芯）

だいしょう 大小 せわ 世話 （お世話になる）

ちゅう 中 （大、中、小） それぞれ それぞれ

とおり 通り （何通りできる） だいめい 題名

ポイント ポイント たからもの 宝物

みのまわり 身の回り たしかめ 確かめ

あんなに あんなに （あんなにたくさん） だんぼう 暖房

いきなり いきなり （いきなりできる） つかまりだち つかまり立ち

いみ 意味 てじな 手品

おおごえ 大声 テント テント

かぜ 風 なま 生

かぶる かぶる （帽子をかぶる） なまえ 名前

かわく 乾く にんき 人気

き 気 （気をつける） ねがい 願い

きちんと きちんと ねつ 熱

きっと きっと はじまり 始まり



きもち 気持ち はん 班

キャンプ キャンプ はんべつ 班別

ぎょうれつ 行列 ひあたり 日あたり

くふう 工夫 ひとこと 一言

くらし 暮らし ひとつひとつ ひとつひとつ

ぐるっと ぐるっと ビニール ビニール

けいかく 計画 ひび ひび （ひびが入る）

げんき 元気 ひみつ 秘密

こうたい 交代 ひも 紐 （ビニル紐）

こどもかい 子ども会 ひょうし 表紙

しくみ 仕組み ほか ほか

ジャンプ ジャンプ （あしたへジャンプ） めいわく 迷惑

しゅっぱつ 出発 やくわり 役わり

まちがい 間違い やじるし 矢印

しるし 印



○ 形容詞 い形容詞 ○ 形容詞 い形容詞

うすい 薄い つめたい 冷たい

かわいい 可愛い つよい 強い

きたない 汚い てごわい 手強い

くさい 臭い はやい 早い

こい 濃い はやい 速い

こわい 恐い ふとい 太い

すっぱい 酸っぱい ふるい 古い

ただしい 正しい うらやましい うらやましい

ちかい 近い

○ 形容詞 な形容詞 ○ 形容詞 な形容詞

かってな 勝手な だめな 駄目な

かんたんな 簡単な ふしぎな 不思議な

すてきな 素敵な へいきな 平気な

そっくりな そっくりな へんな 変な

だいすきな 大好きな べんりな 便利な



○ 学習用具 図工 ○ 学習用具 図工

クリップ クリップ のり 糊

クレヨン クレヨン ボールがみ ボール紙

こうさくようし 工作用紙

○ 学習用具 音楽 楽器 ○ 学習用具 音楽 楽器

ウッドブロック ウッドブロック タンバリン タンバリン

オルガン オルガン

○ 授業で使うことば 図工 ○ 授業で使うことば 図工

アルミはく アルミはく しんぶんし 新聞紙

うつ 打つ セロファン セロファン

おめん お面 だんボール 段ボール

カードづくり カード作り チョーク チョーク

かみテープ 紙テープ ビーズ ビーズ

がようし 画用紙 ビーだま ビー玉

ぎゅうにゅうパック 牛乳パック ひご 竹ひご

きりとる 切り取る ビニルテープ ビニルテープ



サインペン サインペン ポリぶくろ ポリぶくろ

さくひん 作品 めん 面 （お面）

しわしわにする しわしわにする

○ 授業で使うことば 生活科 ○ 授業で使うことば 生活科

つき 月 （ある月に） かみ 紙

かきまぜる かき混ぜる かみコップ 紙コップ

から から （卵のから） かみざら 紙皿

かんさつ 観察 ガムテープ ガムテープ

あじ 味 かわ 皮 （たねの皮）

あつあつ あつあつ （あつあつのうどん） きっぷ 切符

あつがみ 厚紙 きのぼり 木登り

あてな あて名 クイズ クイズ

あてる 当てる （光を当てる） くうき 空気

あな 穴 くちぶえ 口笛

あまガッパ 雨ガッパ クヌギ クヌギ

あまり あまり (あまりちがいはない） こいし 小石

あみ 網 こうつうルール 交通ルール



いけ 池 こうばん こうばん

いたい 痛い ゴミぶくろ ゴミ袋

いちばん 一番 ゴム ゴム

いちばんにんき 一番人気 ささぶね ささぶね

いる 要る シート シート

いれかえる 入れかえる しおり しおり

いれもの 入れ物 しゅうかく 収穫

いろいろ いろいろ （いろいろしらべる） たけうま たけうま

うずまき 渦巻き たけとんぼ たけとんぼ

うち うち（家） たこあげ たこあげ

うつしとる 写し取る だんボール だんボール

うつす 移す ちゃきん 茶巾

うつす 写す （太陽を写す） ちゃきんしぼり 茶巾絞り

うまれ 生まれ （5月5日生まれ） チャボ チャボ

うまれる 生まれる ツクシ ツクシ

うんてんしゅさん 運転手さん ツユクサ ツユクサ

エレベーター エレベーター てがみ 手紙

えんにち 縁日 でんしゃ 電車



おかし お菓子 でんち 電池

おかしやさん お菓子屋さん でんわ 電話

おしいれ 押し入れ はがきづくり はがきづくり

おしボタン 押しボタン パック パック

おつり お釣り はっぴょう 発表

おにぎり おにぎり はっぽうスチロール 発泡スチロール

おにごっこ 鬼ごっこ ピン ピン

おりがみ 折り紙 フィルム フィルム

おりまげる 折り曲げる ふくびき 福引き

かい 会 （子ども会） ふくらむ ふくらむ

かいさつぐち 改札口 ふくろ 袋

かいすう 回数 ペットボトル ペットボトル

かいもの 買い物 まちのたんけん 町のたんけん

かつどう 活動 まつり まつり

かっぱ カッパ （雨ガッパ） みこし 神輿 （おみこし）

かど 角 （角がとれる） みずべ 水べ

かまくら かまくら えき 駅



○ 授業で使うことば 算数 ○ 授業で使うことば 算数

あてはまる あてはまる ひっさん 筆算

あらわす 表す ふくろ 袋 （３袋分）

しらべ 調べ （誕生日調べ） べつ 別 （男女別）

せん 線 へん 辺 （どの辺）

たんじょうびしらべ 誕生日調べ めいろあそび 迷路遊び

てんすう 点数 くく 九九

にゅうじょう 入場 くりあがり くり上がり

ばい 倍 （10倍） くりあがる くり上がる

はば 幅 くりさがり くり下がり

はり 針 （時計の針）

○ 授業で使うことば 算数（単位） ○ 授業で使うことば 算数（単位）

かん 間 （７日間） たんい 単位

けた 桁 （１桁） つぶ 粒 （3粒）

じ 時（午前８時） デシリットル デシリットル dl

じゅう 中 （１日～）、（体～） とう 等 （1等）

センチ センチ ｃ はい 杯 （３杯）



センチメートル センチメートル cm はこ 箱 （５箱）

そう 艘 （１艘のボート） ひと ひと （一目盛り）

だい 題 （５題） ます 升 （1dl升）

たば 束 ミリグラム ミリグラム mg

だん 段 （１段）

○ 授業で使うことば 算数（式） ○ 授業で使うことば 算数（式）

かけざん かけ算 かける かける （６に３をかける）

○ 授業で使うことば 算数（形） ○ 授業で使うことば 算数（形）

グラフ グラフ ちょくせん 直線

さんかくけい 三角形 ちょっかく 直角

さんかくじょうぎ 三角定規 ちょっかくさんかくけい 直角三角形

しかくけい 四角形 まっすぐな 真っ直ぐな

ず 図 まる まる ○

せいほうけい 正方形 もよう 模様

ちょうてん 頂点 りったいてきな 立体的な

ちょうほうけい 長方形



○ 授業で使うことば 算数（数） ○ 授業で使うことば 算数（数）

せん 千

○ 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）

いっぱいに いっぱいに （はこいっぱいに） かさしらべ かさ調べ

いり 入り （６個入り）

○ 授業で使うことば 音楽 ○ 授業で使うことば 音楽

おんぷ 音ぷ リピート リピート

○ 授業で使うことば 体育 ○ 授業で使うことば 体育

マット マット チーム チーム （サッカーチーム）

およぐ 泳ぐ マットうんどう マット運動

ゴール ゴール やきゅう 野球

さかあがり 逆上がり スタート スタート

サッカー サッカー



○ 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

ぎょうじ 行事 せいかつかしつ 生活科室

しょうがっこう 小学校 つくえ 机

やすみ 休み としょしつ 図書室

てんらんかい 展覧会 おおそうじ 大そうじ

かさたて 傘立て バケツ バケツ

くつばこ 靴箱 ぞうきん 雑巾

せいかつ 生活 そうじ 掃除

せいとん 整頓 もじ 文字

ゆか 床 もんだい 問題

せき 席 れつ 列 （１列）

きょうしつ 教室 えんぴつ 鉛筆

こくばん 黒板 ほうがんし 方眼紙


