
岩倉市日本語適応指導教室

学校適応（生活・学習）に必要なことば

ステップ１・２ 初期・初級用

○ 病気・けがに関係することば P. 1 ○ 乗りもの P.24

○ 人に関係することば P. 2 ○ 日用品・雑貨 P.25

○ 体に関係することば P. 3 ○ 一日の生活 P.27

○ 位置や場所をあらわすことば P. 4 ○ スポーツ P.29

○ ものを指し示すことば P. 4 ○ 昔のおもちゃ P.30

○ 天気をあらわすことば P. 5 ○ 教室にあるもの P.31

○ 時をあらわすことば P. 5 ○ 学校にあるもの P.32

○ 疑問・質問をあらわすことば P. 7 ○ 特別教室 P.33

○ 色をあらわすことば P. 7 ○ 学校生活 P.34

○ 量や大きさをくらべることば（はんたい P. 7 ○ 学校行事 P.36

ことば） P. 8 ○ 教科 生活科 P.37

○ 形容詞 P. 8 ○ 教科 総合 P.38

○ 動作をあらわすことば P. 9 ○ 教科 国語 P.38

○ 授業で使うことば 算数（数） P.10 ○ 教科 図工 P.39

○ 授業で使うことば 算数（形） P.10 ○ 教科 算数 P.40

○ 授業で使うことば 算数（単位） P.11 ○ 教科 社会 P.41

○ ものの名前 動物 P.13 ○ 教科 体育・保健安全 P.42

○ ものの名前 鳥 P.13 ○ 教科 家庭科 P.42

○ ものの名前 虫 P.15 ○ 教科 音楽 P.43

○ ものの名前 海や川の生きもの P.17 ○ 学習用具 生活科 P.44

○ たべもの 和風 P.18 ○ 学習用具 体育 P.44

○ たべもの 洋風 P.18 ○ 学習用具 図工 P.45

○ たべもの 中華 P.19 ○ 学習用具 音楽 P.46

○ たべもの 魚介類 P.19 ○ 学習用具 算数 P.47

○ たべもの お菓子 P.20 ○ 学習用具 国語 P.47

○ たべもの 野菜・穀類 P.21 ○ 学習用具 家庭科 P.48

○ たべもの 果物 P.22 ○ 授業や学校生活で使うことばあれ P.49

○ たべもの 調味料 P.22 これ P.49

○ 飲みもの P.23 ○ 学習用具 あれこれ

○ 植物 花

なまえ
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○ 病気・けがに関係することば

ねぶそく はきけがする かゆい

かぜ きもちがわるい はちにさされる

ねつがある はく あしくびをくじく

せき ゆびをきる あせをかく

くしゃみ つかれる ほねをおる

めまいがする げり やけど

あたまがいたい べんぴ はれる

おなかがいたい かにさされる けがをする

O que aconteceu? Está doendo.
どう しましたか。 いたいんです。

A cabeça está doendo. Tenho tosse.
あたまが いたいんです。 せきが でます。

A barriga está doendo. Tenho febre.
おなかが いたいんです。 ねつが あります。

O dente está doendo. Estou com gripe.
はが いたいんです。 かぜを ひきました。

Me sinto mal. Me machuquei.
きもちが わるいんです。 けがを しました。
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けっせき はちにさされる つかれる やけど

(faltar à aula) (picada de abelha) (cansar) (queimadura)

めまい こっせつ にゅういん かゆい

(tontura) (fratura) (internado) (coceira)

○ 人に関係することば

おじいさん おとうと ともだち

おばあさん いもうと ひと

おにいさん おとこ ぼく

おねえさん おんな わたし

おとうさん こども くん

おかあさん じぶん さん

あかちゃん せんせい
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○ 体に関係することば

かみのけ かた め

かお みみ は

あたま はな した（べろ）

のど くち おなか

くび つめ ゆび

て うで あし

せなか へそ ひざ

cabelo
かみのけ olho
rosto orelha め

かお みみ

cabeça
あたま dente

は

garganta nariz língua
のど はな した

pescoço
くび barriga

boca おなか

くち

mão
て

unha dedo
つめ ゆび

costas
せなか

pés, pernas
braço あし

うで

ombro
かた

umbigo joelho
へそ ひざ
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○ 位置や場所をあらわすことば

うえ みぎ うら

した ひだり よこ

なか まんなか となり

まえ ななめ むこう

うしろ おもて まわり

うえ Em cima Vizinho となり

Direita Esquerda
みぎ ひだり

Frente Atras

まえ うしろ Lado よこ

した Em baixo

○ ものを指し示すことば

これ ここ それ そこ あれ あそこ

この こんな その そんな あの あんな

あれ それ

ここ そこ あそこ
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○ 天気をあらわすことば

はれ くもり あつい

あめ ゆき さむい

○ 時をあらわすことば

～ようび きょう はる

～がつ きのう なつ

～にち あした（あす） あき

～じ～ふん いま ふゆ

まいにち あと こんど

Domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado
にちようび げつようび かようび すいようび もくようび きんよう どようび

anteontem ontem hoje amanhã depois de amanhã

おととい きのう きよう あした あさって

Janeiro Fevereiro Março
１月 いちがつ ２月 にがつ ３月 さんがつ

Abril Maio Junho
４月 しがつ ５月 ごがつ ６月 ろくがつ

Julho Agosto Setembro
７月 しちがつ ８月 はちがつ ９月 くがつ

Outubro Novembro Dezembro
１０月 じゅうがつ １１月 じゅういちがつ １２月 じゅうにがつ
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１ ２ ３ ４ ５ ６

um dois três quatro cinco seis
ついたち ふつか みっか よっか いつか むいか

７ ８ ９ １０ １１ １２ １３

sete oito nove dez onze doze treze
なのか ようか ここのか とおか じゅう じゅう じゅう

いちにち ににち さんにち

１４ １７ １９ ２０ ２４ ２７ ２９
quatorze dezessete dezenove vinte vinte e quatro vinte e sete vinte e nove

じゅう じゅう じゅう はつか にじゅう にじゅう にじゅう

よっか しちにち くにち よっか しちにち くにち

uma hora duas horas três horas quatro horas
いちじ にじ さんじ よじ

sete horas nove horas
しちじ くじ

sete e meia uma e meia
７じはん １じはん
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○ 疑問・質問をあらわすことば

だれ どれだけ なに

どう どんな なん～

○ 色をあらわすことば

あか しろ きいろ

あお くろ みどり

ちゃいろ ももいろ みずいろ

○ 量や大きさをくらべることば（はんたいことば）

おおきい ちいさい たかい ひくい

ながい みじかい ひろい せまい

ふとい ほそい とおい ちかい

おおい すくない ふかい あさい

おもい かるい あつい さむい

あつい うすい あかるい くらい

あたらしい ふるい たつ すわる

かたい やわらかい ねる おきる

つよい よわい はく ぬぐ

はやい おそい あける しめる

はいる でる のる おりる

いく かえる あがる さがる

まげる のばす うごく とまる
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○ 形容詞

grande pequeno alto baixo
① おおきい ちいさい ⑥ たかい ひくい

calor frio difícil fácil
② あつい さむい ⑦ むずかしい やさしい

caro barato comprido curto
③ たかい やすい ⑧ ながい みじかい

novo velho gostoso ruim
④ あたらしい ふるい ⑨ おいしい まずい

quente gelado bom mau
⑤ あつい つめたい ⑩ いい（よい） わるい

bonito / limpo gentil saudável / bem
きれい（な） しんせつ（な） げんき （な）

famoso silencioso animado
ゆうめい（な） しずか（な） にぎやか（な）

aprecio detestável hábil
すき（な） きらい （な） じょうず（な）

inábil belo
へた（な） ハンサム （な）

○ 動作をあらわすことば

いう 言う かんがえる考える かえる 帰る

いく 行く きく 聞く たべる 食べる

あるく 歩く くる 来る たつ 立つ

おしえる 教える さわる つかう 使う

かう 買う する（そうじをする） でる 出る

かく 書く たたく 叩く ならぶ 並ぶ

はいる 入る もつ 持つ ねる 寝る

はしる 走る やる やる のむ 飲む

ひろう 拾う わける 分ける つくる 作る
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○ 授業で使うことば 算数（数）

かず かぞえる すうじ

いち １、一 ひとつ

に ２、二 ふたつ

さん ３、三 みっつ

し ４、四 よっつ

ご 5、五 いつつ

ろく ６、六 むっつ

しち な ７、七 ななつ

な

はち 8、八 やっつ

きゅう ９、九 ここのつ

じゆう 10、十 とお

０ ．．．． ゼロ、れい zero １１．．じゅういち onze
１（一）．．． いち um １２．．じゅうに doze
２（二）．．．．に dois １３．．じゅうさん treze
３（三）．．．．さん três １４．．じゅうよん、じゅうし quatorze
４（四）．．．．よん、し quatro １５．．じゅうご quinze
５（五）．．．．ご cinco １６．．じゅうろく dezesseis
６（六）．．．．ろく seis １７．．じゅうなな、じゅうしち dezessete
７（七）．．．．なな、しち sete １８．．じゅうはち dezoito
８（八）．．．．はち oito １９．．じゅきゅう、じゅうく dezenove
９（九）．．．．きゅう、く nove ２０．．にじゅう vinte

１０（十）．．．．じゅう dez

１０ じゅう ５００ ごひゃく

２０ にじゅう ６００ ろっぴゃく

３０ さんじゅう ７００ ななひゃく

４０ よんじゅう ８００ はっぴゃく

５０ ごじゅう ９００ きゅうひゃく

１００ ひゃく １０００ せん
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○ 授業で使うことば 算数（形）

まる さんかく しかく

○ 授業で使うことば 算数（単位）

いくつ こ 個 ひとつ ひとつ

いくら にん 人 ひとり ひとり

えん 円 わ 羽 ふん 分

かい 回 ばん 番 め 目

くみ 組 ひき 匹 さつ 冊

ほん 本 まい 枚 だい 台

Vamos contar ＜かぞえましょう＞
① １つ ２つ ３つ ４つ ５つ

６つ ７つ ８つ ９つ １０

② １こ ２こ ３こ ４こ ５こ

６こ ７こ ８こ ９こ １０こ

③ １まい ２まい ３まい ４まい ５まい

６まい ７まい ８まい ９まい １０まい

④ ひとり ふたり ３にん ４にん ５にん

６にん ７にん ８にん ９にん １０にん

⑤ １ぽん ２ほん ３ぼん ４ほん ５ほん

６ぽん ７ほん ８ほん ９ほん １０ぽん
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○ ものの名前 動物

いぬ きりん とら

いるか くじら ねこ

うさぎ くま ねずみ

うし こあら ぱんだ

うま ごりら ひつじ

かば さる ぶた

かめ ぞう らいおん

きつね たぬき りす
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○ ものの名前 鳥

あひる つばめ はと

すずめ にわとり ぺんぎん

だちょう はくちょう かも

○ ものの名前 虫

あかとんぼ かまきり ちょう

あめんぼ くわがたむし てんとうむし

あり こおろぎ ばった

かたつむり だんごむし みつばち

かぶとむし
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○ ものの名前 海や川の生きもの

アサリ カニ ドジョウ

イカ かめ フナ

イルカ サケ ぺんぎん

ウナギ サメ メダカ

エビ ザリガニ ワニ

オタマジャクシ タイ きんぎょ

カエル タコ
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○ たべもの 和風

うどん たくあん みそしる

おでん たまご焼き もち

おにぎり のり ゆでたまご

ごはん のりまき 漬物

すし ポテトサラダ 天ぷら

そば
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○ たべもの 洋風

カレーライス タマゴ ハンバーガー

サラダ チーズ ハンバーグ

スパゲッティ ハム 目玉焼き

ソーセージ

○ たべもの 中華

ギョウザ ラーメン 焼きそば

チャーハン
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○ たべもの 魚介類

かい エビ たい

いか かに たこ

○ たべもの お菓子

あめ ケーキ チョコレート

キャラメル スナック ドーナツ

クッキー せんべい
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○ たべもの 野菜・穀類

カボチャ ジャガイモ なす

キャベツ ダイコン にんじん

キュウリ タマネギ ネギ

コメ トウモロコシ ハクサイ

サツマイモ トマト
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○ たべもの 果物

イチゴ パイナップル メロン

オレンジ バナナ モモ

かき ぶどう リンゴ

さくらんぼ ミカン レモン

すいか
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○ たべもの 調味料

さとう しお マヨネーズ

マーガリン

○ 飲みもの

おちゃ コーラ ぎゅうにゅう

コーヒー ジュース
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○ 植物 花

アサガオ サクラ バラ

イチョウのは（葉） たんぽぽ パンジー

ウメ チューリップ ひまわり

カエデのは（葉） ツクシ へちま

キク ナノハナ たけ（竹）

コスモス
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○ 乗りもの

オートバイ しんかんせん きゅうきゅうしゃ

タクシー ひこうき しょうぼうしゃ

トラック ふね くるま

バス ヘリコプター でんしゃ

パトカー ボート
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○ 日用品・雑貨

アイロン そうじき かみぶくろ

アイロンだい たわし はブラシ

エアコン ちりとり とけい

オーブントースタ テレビ てぶくろ

ー

かぎ バケツ うえきばち

かご パスポート せんたくばさみ

かさ パソコン きもの

カメラ ベッド でんきがま

くつ ぼうし でんきスタンド

くつ下 ボタン でんきゅう

クレヨン ポット でんわ

けいたいでんわ マフラー ぼうし

シャツ ラジカセ めざましどけい

スポンジ いす れいぞうこ

スポンジたわし めがね うでどけい

せんたくき ぐんて かさ

せんぷうき



- 26 -



- 27 -

○ 一日の生活

ただいま かおおらい おてつだい

かいもの きがえ テレビ

いってきます あさごはん しゅくだい

おはよう めざめ しょくじ

トイレ おふろ べんきょう

はみがき おやすみ
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○ スポーツ

サッカー テニス じゅうどう

スキー バスケットボール すいえい

スケート バレーボール やきゅう

すもう からて
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○ 昔のおもちゃ

おはじき だるまおとし たけんぼ

けんだま ビーだま たけてっぽう

こま しょうぎ ふえ

さいころ みずでっぽう ひゃくにんいっし

ゅ
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○ 教室にあるもの

いす バケツ きゅうきゅうばこ

ごみばこ ぞうきん きょうしつ

ぞうきん ほうき きょうたく

ちりとり ランドセル こくばん

つくえ ロッカー こくばんけし
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○ 学校にあるもの

ジャングルジム こうてい げたばこ

しいくごや うんどうじょう ろうか

すなば いけ かいだん

すべりだい たけぼうき かさ

かだん
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○ 特別教室

コンピュータしつ かていかしつ としょしつ

ほけんしつ こうちょうしつ ほけんしつ

おんがくしつ しょくいんしつ りかしつ

たいいくかん
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○ 学校生活

あいさつ ぞうきんがけ みどりのおばさん

いただきます ぞうきんしぼり いちりんしゃ

うがいしゅうかん そうじ げこう

カルタたいかい たなばたしゅうかい やすみじかん

ごちそうさまでした つくえはこび きゅうしょく

こんだて ちゅうしゃ きゅうしょくがかり

じゃんけん グー なわとび あとかたづけ

じゃんけんチョキ ふみきり すいえい

じゃんけん パー まどふき とうこう
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○ 学校行事

えんげきかんしょう おんがくかんしょ こうじょうけんがく

かい うかい

じゅぎょうさんかん かていほうもん しんたいそくてい

ひなんくんれん がくげいかい そつぎょうしき

ひきわたしくんれ けんこうしんだん にゅうがくしき

ん

うんどうかい こうつうあんぜんきょう

しつ
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○ 教科 生活科

あやとり たこあげ はねつき

おてだま だるまおとし ペットボトル

かるた だんボール ホーム

ぎゅうにゅうパック てがみ ポスト

くさとり でんしゃ まつり
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けんだま でんわ みずあそび

こうばん ドングリ わゴム

こままわし バス わなげ

たけうま バスてい わりばし

たけとんぼ はっぴょう
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○ 教科 総合

コンピュータ えいご（英語）

○ 教科 国語

えんぴつけずり シャープペンシル
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○ 教科 図工

カレンダー ハンガー いろぬり

カレンダーづくり やぶる しんぶんし

クリップ まげる おりがみ

チョーク かなづち うつ

ティッシュペーパー かみをきる いた

ぬる かみをおる いたをきる

ねじる かさねる わごむ

はがす
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○ 教科 算数

おかね グラフ さんかくけい

かけざん わりざん とけい

かさ（すいとう） ひきざん おもさ

えん（円） ひっさん たしざん
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○ 教科 社会

こいのぼり 一りんしゃ かわとはし

コンビニエンスストア こうばん みせ

じどうかん こうじょう たんぼ

スーパーマーケット てら はたけ

そろばん しょうぼうしょ びょういん

ちゅうしゃじょう じんじゃ ほどうきょう

ゆうびんきょく
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○ 教科 体育・保健安全

うがい マスク はなぢ

おうだんほどう はみがき ほどうきょう

けが てあらい よぼうせっしゅ

ぼうしをかぶる しんごうき じゅんびたいそう
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○ 教科 家庭科

エプロンづくり かんきせん ナップザック

ちょうり さいほう

○ 教科 音楽

おんぷ がっそう がっしょう

しき
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○ 学習用具 生活科

カッターナイフ のり おりがみ

セロハンテープ

○ 学習用具 体育

ジャージ バット あかしろぼうし

ドッジボール ホイッスル（ふえ） たいそうふく

なわとび マット とびばこ

はちまき はた てつぼう
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○ 学習用具 図工

えんぴつ のり こうさくようし

カッターナイフ はさみ さんかくじょうぎ

クレヨン パレット こがたな

せっちゃくざい ホッチキス いろえんぴつ

セロハンテープ ものさし みずいれ

ねんど えのぐ ちょうこくとう

のこぎり えのぐのふで
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○ 学習用具 音楽

テープレコーダー けんばんハーモ トライアングル

ニカ

オルガン すず ピアノ

カスタネット タンバリン リコーダー
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○ 学習用具 算数

おはじき ものさし でんたく

コンパス じょうぎ ぶんどき

さいころ

○ 学習用具 国語

えんぴつ ノート けしゴム

えんぴつけずり ふで すずり
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○ 学習用具 家庭科

せんたくばさみ ボタン たわし

ちりとり ミシン なべ

ハンガー しゃもじ フライパン

ぬいいと スポンジ まないた

はり
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○ 授業や学校生活で使うことば あれこれ

おちゃ こたえ ほん

きゅうしょく しき たつ

みず かけっこ すわる

うた きょうそう なふだ

え しゅくだい とうばん

しゅうきん といれ はし

さら

○ 学習用具 あれこれ

ふでばこ きょうかしょ うわぐつ

ひっきようぐ けしゴム ちきゅうぎ

うんどうぐつ

○ あいさつ

おはよう おめでとう ありがとう

こんにちは さようなら しつれいします

こんばんは

○ きせつのことば

はる なつ あき

ふゆ


