
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

３年生

なまえ



○ 人をあらわすことば ○ 人をあらわすことば

おきゃくさん お客さん しょうがくせい 小学生

おとうと 弟 スキーヤー スキーヤー

おとな 大人 ぜんいん 全員

おねえさん お姉さん だんし 男子

おや 親 ちゅうがくせい 中学生

○ 体に関係することば ○ 体に関係することば

あしくび 足首 ひとさしゆび 人さし指

うで 腕 ひとみ 瞳

くび 首 ひふ 皮膚

こし 腰 まつげ まつ毛

せなか 背中 まゆげ まゆ毛

てくび 手首 わきのした わきの下

てのひら 手のひら けがする けがする

ねんざ 捻挫 きず 傷

ほね 骨 きりきず 切り傷

はら 腹 すりきず 擦り傷



ひじ 肘 むしば 虫歯

○ 位置をあらわすことば ○ 位置をあらわすことば

いち 位置 ひがし 東

うらがえす 裏返す ほうがく 方角

しょうめん 正面 まうえ 真上

そと 外 まよこ 真横

そば そば （道のそばに生える） みぎはし 右はし

にし 西 めん 面 （がけの面）

はし 端 （右端） りょうほう 両方

はんたいがわ 反対側 りょうめん 両面

○ 場所をあらわすことば ○ 場所をあらわすことば

すいちゅう 水中 こうてい 校庭

すなば 砂場 かいがん 海岸

でぐち 出口 かいじょう 会場

どうくつ 洞窟 やおやさん 八百屋

とおりみち 通り道 きゅうぎじょう 球技場



○ 文と文をつなぐことば ○ 文と文をつなぐことば

さらに さらに しかし しかし

○ 擬音語・擬態語 ○ 擬音語・擬態語

ざらざらする ざらざらする ぬるぬる ぬるぬる

つるつる つるつる ピカッと ピカッと （ピカッと光る）

○ 時をあらわすことば ○ 時をあらわすことば

このごろ このごろ へいせい 平成 （平成19年）

さいご 最後 むかし 昔

しゅうかん 週間 （1週間） やがて やがて

どうじに 同時に ゆうがた 夕方

ねんど 年度 （平成19年度） ご 後 （10年後）

ばん 晩 （ひと晩） ゆうごはん 夕ごはん

ひづけ 日付

○ 疑問・質問をあらわすことば ○ 疑問・質問をあらわすことば

どのように どのように なにも 何も



○ 色をあらわすことば ○ 色をあらわすことば

あかちゃいろ 赤茶色 ちゃいろ 茶色

こげちゃいろ こげ茶色 はいいろ 灰色

しろ 白 みどり 緑

○ 乗りもののなまえ ○ 量や大きさをくらべることば

パトカー パトカー ひこうき 飛行機

○ 食べもの・飲みもののなまえ ○ 食べもののなまえ

あられ あられ キャラメル キャラメル

ドーナツ ドーナツ ちゃ 茶（お茶）

○ 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

ぐんぐん ぐんぐん （ぐんぐんのびる） だんだん だんだん （だんだん細くなる）

すべすべ すべすべ まふたつ 真二つ



○ 動作をあらわすことば ○ 動作をあらわすことば

あげる 上げる （手を上げる） とおざける 遠ざける

うる 売る とがる 尖る （先がとがっている）

おしこむ 押し込む とじこめる とじこめる

おす 押す とどく 届く

おどろく 驚く とばす 飛ばす

おりかえす 折り返す とびだす 飛び出す

かえる 変える （場所を変える） なおす なおす （数字になおす）

かえる 代える (ほかのものに代える) なおす 直す

かきなおす 書き直す なる 鳴る

かける かける （椅子にかける） にげる 逃げる

かさねあわせる 重ね合わせる ぬく 抜く

かたむける 傾ける のこす 残す

かんじとる 感じとる はなしあう 話し合う

かんじる 感じる （ひふで感じる） はねかえす はね返す

ききわける 聞き分ける はめる はめる

きづく 気付く （気付いたこと） はらう はらう （そろばんの玉をはらう）

きまる 決まる はらう 払う （500円払う）



きろく 記録 ひきつける 引きつける

くだく 砕く ひきはなす 引きはなす

くらす 暮らす ひっかく 引っかく

くりかえす 繰り返す ひっくりかえす ひっくり返す

くわえる 加える ひろがる 広がる

けっせきする 欠席する ふく 吹く

こしかける 腰掛ける ふさぐ ふさぐ

ころがる 転がる ぶつかる ぶつかる

こわれる こわれる ふっくらする ふっくらする

さえぎる 遮る （光をさえぎる） ぶつける ぶつける

さげる 下げる ふやす 増やす

しずめる 沈める ふりまぜる ふり混ぜる

しまる 閉まる ふるえる 震える

しみこむ しみこむ （地中にしみこむ） ふれる 触れる

しゅつえんする 出演する へこむ へこむ

しらべおわる 調べ終わる ほりあげる 掘り上げる

すける 透ける （すけて見える） ほりかえす 掘り返す

する する （マッチをする） ほる 掘る



そこ 底 まじわる 交わる

たどる たどる まぜる 混ぜる

たまる たまる まなぶ 学ぶ

ちぢむ 縮む まわす 回す

つく 付く （気が付く） みつける 見つける

つたわる 伝わる みる みる （＝考える）

つづける 続ける （熱し続ける） よみあげる 読みあげる

つつむ 包む れんぞくする 連続する

つながる つながる わかる わかる

つぶれる 潰れる わりあてる 割り当てる

つみかさねる 積み重ねる われる 割れる

○ ことば もののなまえ ○ ことば もののなまえ

あかり 明かり （明かりをつける） したじき 下じき

すいとう 水筒 シャボンだま シャボン玉

ストッパー ストッパー つつ 筒

スプーン スプーン とげ とげ

せん 栓 ぬの 布



ちよがみ 千代紙 ねんちゃくテープ 粘着テープ

ポット ポット ビニルテープ ビニルテープ

もち 餅 ふえ 笛

ライト ライト （電気） フォームポリスチレン フォームポリスチレン

ラップフィルム ラップフィルム プラスチック プラスチック

リュックサック リュックサック ホース ホース

いと 糸 ポリエチレン ポリエチレン

かぎ 鍵 ほんたて 本立て

かご 篭 いろえんぴつ 色えんぴつ

かばん 鞄 わりばし 割りばし

かべ 壁 こま 独楽

シール シール

○ その他のことば ○ その他のことば

だい 大 （大、中、小） テーマ テーマ

きりくち 切り口 てごたえ 手ごたえ

クロスワードパズル クロスワードパズル てざわり 手ざわり

しあい 試合 どうし 同士 （同じものどうし）



しま しま （しまもよう） とうめい 透明

じゆうけんきゅう 自由研究 とちゅう 途中

しゅるい 種類 どろ 泥

せい 正 （正の字） はたらき 働き

せいり 整理 ひきわけ 引き分け

ぜんたい 全体 ピクニック ピクニック

たいかい 大会（スポーツ大会） ひっこし 引っ越し

たこあげ 凧あげ ぶん 文

だぼく 打撲 ほうほう 方法

ダンス ダンス まと 的

ちょくせつ 直接 みちすじ 道筋

つなぎめ つなぎ目〈繋ぎ目〉 めいろ 迷路

つぶ つぶ （あわつぶ） りょこう 旅行



○ 形容詞 い形容詞 ○ 形容詞 い形容詞

あかるい 明るい すばやい 素早い

あつい 暑い とおい 遠い

あつい 厚い ひらべったい 平べったい

かたい かたい 〈硬い・固い〉 ほそい 細い

かるい 軽い みじかい 短い

くらい 暗い うまい うまい （ぼうをうまく使う）

こまかい 細かい

○ 形容詞 な形容詞 ○ 形容詞 な形容詞

きけんな 危険な とくべつな 特別な

しずかな 静かな みぢかな 身近な

○ 学習用具 体育 ○ 学習用具 体育

ストップウオッチ ストップウオッチ はちまき はちまき

ドッジボール ドッジボール ボール ボール

とびばこ とび箱



○ 学習用具 図工 ○ 学習用具 図工

えふで 絵筆 パレット パレット

カッターナイフ カッターナイフ ホッチキス ホッチキス

くぎ 釘 みずいれ 水入れ

セロハンテープ セロハンテープ

○ 学習用具 国語 ○ 学習用具 国語

げんこうようし 原こう用紙 すずり すずり

しゆうじ 習字 はんし 半紙

しゆうじどうぐ 習字道具 ふで 筆

○ 学習用具 算数 ○ 学習用具 算数

コンパス コンパス そろばん そろばん

さんかくじょうぎ 三角じょうぎ はかり はかり

じょうぎ 定規



○ 学習用具 音楽 楽器 ○ 学習用具 音楽 楽器

けんばん 鍵盤 トランペット トランペット

たいこ 太鼓 バイオリン バイオリン.

チェロ. チェロ. もつきん 木琴

てっきん 鉄琴 でんしオルガン 電子オルガン

トライアングル トライアングル

○ 授業で使うことば 体育 ○ 授業で使うことば 体育

クロール クロール はばとび はばとび

スタートライン スタートライン ハンドベース ハンドベース

スポーツ スポーツ ポートボール ポートボール

スポーツたいかい スポーツ大会 ボールなげ ボール投げ

たちはばとび 立ち幅跳び うんどうする 運動する

○ 授業で使うことば 図工 ○ 授業で使うことば 図工

いた 板 かみねんど 紙ねん土

いろぬり 色ぬり かみはんが 紙はん画

いろをうすめる 色をうすめる きりこみ 切り込み



いろをかさねる 色を重ねる こする こする （紙やすりでこする）

いろをまぜる 色をまぜる たこいと たこ糸

おりめ 折り目 （紙の折り目） フィルムケース フィルムケース

がばん 画板 わた わた

○ 授業で使うことば 国語 ○ 授業で使うことば 国語

いきおいよく 勢いよく ください ください （りんごをください）

かたむき 傾き けっか 結果

かなり かなり けっせきしゃ 欠席者

かわり 代わり けんきゅう 研究

かんじ 感じ さか 坂

かんそう 感想 さかさ さかさ （さかさにする）

きぼう 希望 じ 字

きまり 決まり じっさいに 実際に

○ 授業で使うことば 理科 ○ 授業で使うことば 理科

ゆ 湯 グラウンド グラウンド

あつまり 集まり （め花の集まり） こおり 氷



あわ 泡 こむ 込む （地面にしみ込む）

いっぽう 一方 （もう一方） ゴムいと ゴム糸

いつも いつも （いつも太陽のある側） さき 先 （木の先）

うかぶ 浮かぶ （空に浮かぶ） さしき さし木

うすめる 薄める しめりぐあい 湿り具合

うつる 映る （地面に映る） しめる 湿る

えきだめ 液だめ ストーブ ストーブ

おしちぢめる 押し縮める せいちょう 成長

おと 音 せっけんすい せっけん水

おもさ 重さ セミ セミ

おろす 下ろす （ふんどうを下ろす） せんたくもの せんたく物

おわる 終わる ソケット ソケット

かがみ 鏡 たね たね

かげ 影 ちかづける 近づける

かげ 陰 ちから 力

がけ がけ つぼみ つぼみ

かたまり 固まり ひかげとひなた 日かげと日なた

かわのながれ 川の流れ ひかり 光



かん 缶 ひどけい 日時計

かんさつ 観察 プロペラ プロペラ

かんさつカード 観察カード べん 弁

きんぞく 金属 みずたまり 水たまり

くうきでっぽう 空気でっぽう みずでっぽう 水でっぽう

くうきポンプ 空気ポンプ みずやり 水やり

くだ 管 らんぱく 卵白

くち 口 （しけんかんの口） スタンド スタンド （かがみのスタンド）

○ 授業で使うことば 理科（天気） ○ 授業で使うことば 理科（天気）

あがる 上がる （気温が上がる） てんき 天気

あたためる 暖める はれ 晴れ

おくる 送る （気象台などに送る） はれる 晴れる

くも 雲 ひかげ 日陰

くもり くもり （くもりの日） ひなた 日向

しゃこうばん しゃ光板 よぞら 夜空

たいよう 太陽 りょう 量 （雲の量）

たいようねつおんすいき 太陽熱温水器



○ 授業で使うことば 理科（実験） ○ 授業で使うことば 理科（実験）

いとでんわ 糸電話 てこ てこ

うかべる 浮かべる （水に浮かべる） てつ 鉄

おんど 温度 てつくぎ 鉄くぎ

おんどけい 温度計 でんき 電気

ビニルどうせん ビニルどう線 でんきゅう 電球

エスきょく エス極 Ｓ極 でんりゅう 電流

エナメル エナメル どうせん どう線

エナメルせん エナメル線 ながれる 流れる

エヌきょく エヌ極 Ｎ極 ひきあう 引き合う

おんさ 音さ プラスきょく プラスきょく 十極

かんでんち かん電池 ふるえ 震え

かんでんちホルダー かん電池ホルダー ぼうおんどけい ぼう温度計

さてつ 砂鉄 マイナスきょく マイナスきょく 一極

さてつあつめ 砂鉄集め まく まく （せっけん水のまく）

じしゃく 磁石 まじりあう 混じり合う

しりぞけあう しりぞけ合う まめでんきゅう 豆電球

スイッチ スイッチ モーター モーター



○ 授業で使うことば 理科（植物関係） ○ 授業で使うことば 理科（植物関係）

アザミ アザミ さす 挿す （土に挿す）

いちご イチゴ しぼむ しぼむ

えだわかれ 枝分かれ ジャガイモばたけ ジャガイモ畑

エノコログサ エノコログサ ススキ ススキ

オオイヌノフグリ オオイヌノフグリ たね 種

オシロイバナ オシロイバナ たねとり 種取り

がたん 花だん タンポポ タンポポ

かびん 花瓶 つくり つくり （花のつくり）

かれる 枯れる ツユクサ ツユクサ

ぎっしり ぎっしり（種がぎっしりついている） ね 根

キュウリ キュウリ ね 根

くき 茎 はちうえ はち植え

くさき 草木 はつが 発芽

くさたけ 草たけ はなのつくり 花のつくり

くだもの 果物 パンジー パンジー

クロッカス クロッカス ヒヤシンス ヒヤシンス



クワ クワ ふたば ふた葉

こけ 苔 プランター プランター

コスモス コスモス ホトケノザ ホトケノザ［植物］

コマツナ コマツナ ほんば 本葉

さきはじめる 咲き始める もと もと （めしべのもと）

サクラ サクラ

○ 授業で使うことば 理科（生物関係） ○ 授業で使うことば 理科（生物関係）

アキアカネ アキアカネ シマリス シマリス

アブラゼミ アブラゼミ ショウリョウバッタ ショウリョウバッタ

うみたて 産み立て（産み立てのたまご） しょっかく 触覚

うみつける 産みつける せいちゅう 成虫

うむ 産む（たまごを産む） タイコウチ タイコウチ

エンマコオロギ エンマコオロギ ダンゴムシ ダンゴムシ

オオカマキリ オオカマキリ ダンゴムシ ダンゴムシ

オタマジャクシ オタマジャクシ チョウ チョウ

カイコガ カイコガ トビ トビ

かえる かえる （たまごがかえる） ナミテントウ ナミテントウ



カマキリのタマゴ カマキリのタマゴ ノウサギ ノウサギ

きんぎょ 金魚 バッタ バッタ

クモ クモ 〈蜘蛛〉 ハナアブ ハナアブ

クロオオアリ クロオオアリ はね 羽

ゲンジボタル ゲンジボタル ヒヨドリ ヒヨドリ

コウモリ コウモリ ふん ふん

コガネグモ コガネグモ みつばち 蜜蜂

ゴマダラチョウ ゴマダラチョウ ヤゴ ヤゴ

こんちゅう 昆虫 アオムシ アオムシ

○ 授業で使うことば 社会 ○ 授業で使うことば 社会

アーケード アーケード そろばん そろばん

あさいち 朝市 たくはいびん ふるさとたく配びん

あんどん 行灯 たんぼ 田んぼ

いしうす 石うす ちくおんき ちく音き

インターチェンジ インターチェンジ ちゃんばら ちゃんばら

いんろう 印ろう ちゅうしゃじょう ちゅう車場

うえきのていれ 植木の手入れ ちゅうもんするひと 注文する人



えきいん 駅員 ちょうちん ちょうちん

えんとつ 煙突 てら 寺

おうだんほどう 横断歩道 てんじブロック 点字ブロック

おぜん お膳 でんどういす 電動いす

おてだま お手玉 てんびんばかり 天びんばかり

かいかん 会館 とうげいきょうしつ とうげい教室

がいとう 外灯 トラックではこぶひと トラックで運ぶ人

がっこう 学校 トレーあつめ トレー集め

かまど かまど のうぎょうきょうどうくみあい 農業協同組合

カメラ カメラ バーコード バーコード

からかさ からかさ はいくのかい はいくの会

かわとはし 川と橋 はかりうり はかり売り

かわのそうじ 川のそうじ はこづめ 箱づめ

かんこうあんないず かん光あん内図 はたけ 畑

きた 北 パンフレット パンフレット

きねんかん 記ねん館 ビ－だま ビ－玉

きねんじゅ 記ねんじゅ ビデオじょうえいかい ビデオ上えい会

けんきゅうするひと 研究する人 ビニルハウス ビニルハウス



こいのぼり こいのぼり ひのみやぐら 火の見やぐら

こうじょう 工場 ひばち 火ばち

こうばん 交番 ポスト ポスト

こうみんかん 公みん館 ままごと ままごと

こたつ こたつ 〈炬燵〉 まりつき まりつき

コンビニエンスストア コンビニエンスストア みちあんない 道案内

さおばかり さおばかり 〈竿秤〉 ゆうきさいばい 有機栽培

じどうかん じ童館 ゆきまつり 雪祭り

じむのひと 事むの人 くに 国

しゅうかじょう 集か場 た 田

しょうてん 商店 しりょう 資料

しょうてんがい 商店がい なわ 縄

しょうぼうしょ 消ぼうしょ カーブミラー カーブミラー

しりょうかん し料館 スクールゾーン スクールゾーン

じんじゃ 神社 つうほう 通ほう

じんじゃ 神社 どうろひょうしき 道路標しき

スーパーマーケット スーパーマーケット レシート レシート

せんたくいたとたらい せんたく板とたらい



○ 授業で使うことば 社会 地図記号 ○ 授業で使うことば 社会 地図記号

ちずきごう 地図記号 しろあと 城跡

おんせん 温泉 しんかんせん 新幹線

がつこう 学校 じんじゃ 神社

ぎょこう 漁港 た 田

くうこう 空港 ダム ダム

くだものばたけ 果物畑 たんこう 炭坑

けいさつ 警察 てら 寺

こうざん 鉱山 とうだい 灯台

こうじよう 工場 はし 橋

こうそくどうろ 高速道路 はたけ 畑

こくどう 国道 はつでんしょ 発電所

さんちょう 山ちょう みなと 港

ジェーアール JR めいしよ，てんねんきねんぶつなど 名所，天然記念物など

してつ 私鉄 ゆうびんきよく 郵便局

しやくしょ 市役所 ゆでん，がすでん 油田，ガス田



○ 授業で使うことば 算数 ○ 授業で使うことば 算数

とじる 閉じる ぶんし 分子

にゅうえんりょう 入園料 ぶんすう 分数

にゅうじょうけん 入場券 ぶんの 分の （10分の1）

にゅうじょうしゃすう 入場者数 ぶんぼ 分母

にゅうじょうりょう 入場料 ほうがん 方眼

ばら ばら （ばらで４個） みちのり 道のり

はり 梁 （そろばんの梁） よさん 予算

ひとしい 等しい れっしゃ 列車

ひよう 費用 わ 和 （数の和）

ひょうだい 表題 およそ およそ

ひらき 開き （コンパスの開き） けんとう 見当

ひらきぐあい 開きぐあい （辺の開きぐあい） ごうけい（する） 合計

ふとうごう 不等号 （＞、＜） みとりず 見取図

ぶん 分 （いくつ分）



○ 授業で使うことば 算数（単位） ○ 授業で使うことば 算数（単位）

いちぶ 一部 シィー シィー 〈C〉 （18℃）

きゃく 脚 （１脚） しゅう 周 （一周）

キログラム kg キログラム だい 代 （おみやげ代）

グラム ｇ グラム ｇ （水50ｇ） だいすう 台数

けた 桁（定位点のある桁） てん 点 （＝得点）

こすう 個数 ど 度、℃ （0度）

さす 指す（針が3時を指す） びょう 秒 （１秒）

○ 授業で使うことば 算数（式） ○ 授業で使うことば 算数（式）

まん 万 （１万） とうごう 等号 ［＝］

あまり 余り （商の余り） ばいする 倍する （数を10倍する）

あまる 余る わりきれる わり切れる

あんざん 暗算 わりざん わり算

おおきさくらべ 大きさ比べ わる 割る

おおく 多く （多くの数）



○ 授業で使うことば 算数（形） ○ 授業で使うことば 算数（形）

にとうへんさんかくけい 二等辺三角形 ちゅうしん 中心

へん 辺 （対応する辺の長さ） ちょっけい 直径

えん 円 （円をえがく） はんけい 半径

かく 角 （重なり合う角） ぼうグラフ ぼうグラフ

きゅう 球 （円と球） ほそながい 細長い

ぐあい 具合 （辺のひらき具合） まっすぐ 真っ直ぐ

せいさんかくけい 正三角形 まるい 丸い

たいらな 平らな

○ 授業で使うことば 算数（数） ○ 授業で使うことば 算数（数）

いくつか いくつか しょうすうてん 小数点

じゅうまん 10万、十万 すう 数 （入場者数）

じゅん 順 （大きい順） すうちょくせん 数直線

じゅんじょ 順序 せいすう 整数

じゅんばん 順番 せんまん 千万

しょうすう 小数 ひゃくまん 百万



○ 授業で使うことば 音楽 ○ 授業で使うことば 音楽

２ぶおんぷ ２ぶ音ぷ えんそう 演奏

４ぶおんぷ ４ぶ音ぷ おんがくかい 音楽会

４ぶきゅうふ ４ぶ休ふ がっき 楽器

８ぶおんぷ ８ぶ音ぷ ごせん 五線

８ぶきゅうふ ８ぶ休ふ トおんきごう ト音記号

○ 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

もちつき 餅つき たてもの 建物

ながいす 長いす えんそく 遠足

じゅぎょう じゅぎょう 授業


