
 

 

 《音声データ・ファイル一覧》 

①音声.mp3 

 〔l〕yellow, July 

 〔r〕rabbit, four 

 〔p〕piano, stop 

 〔b〕big, club 

 〔t〕ten, white 

 〔d〕desk, good 

 〔k〕clock, music 

 〔ɡ〕go, bag 

 〔f〕fun, father 

 〔h〕hat, happy 

 〔m〕map, monkey 

 〔n〕notebook, station 

 〔s〕soccer, soup 

 〔v〕video, five 

 〔w〕walk, winter 

 〔j〕you, yes 

 〔z〕zoo, zero 

 〔ʧ〕chicken, peach 

 〔ʤ〕Japan, January 

 〔ʃ〕shoe, fish 

 〔Ө〕three, math 

 〔ð〕this, mother 

 〔ŋ〕finger, king 

 〔ks〕six, box 

 〔æ〕apple, angry 

 〔e〕egg, head 

 〔ɪ〕six, pig 

 〔ʌ〕summer, Monday 

 〔ɑ〕hot, socks 

 〔u〕book, good 

 〔uː〕room, school 

 〔ɔː〕all, tall 

 〔iː〕eat, teacher 

 〔au〕cow, brown 

 〔eɪ〕April, baseball 

 〔ou〕boat, notebook 

 〔aɪ〕fine, my 

 〔ər〕chair, bear 

 〔əːr〕girl, Thursday 

 〔ɔːr〕corn, door 

 〔ɑːr〕car, star 

 

 

 



 

 

②アクセント.mp3 

 apple, piano, congratulations, Japan, wonderful, excellent, fantastic 

 

③文の中の強勢Ⅰ.mp3 

 ５班の勝ちです。Team five is the winner. 

 この絵の中の犬を探せますか。Can you find the dog in this picture? 

 

④つなげた発音Ⅰ.mp3 

 元気ですか。How are you? 

 良い週末を。Have a nice weekend. 

 その調子。Keep it up! 

 落ち着いて。Take it easy. 

 並びなさい。Line up. 

 手伝ってくれますか。Can you help me? 

 

⑤イントネーションⅠ.mp3 

 質問はありますか。Do you have any questions? 

 今日は何曜日ですか。What day is it today? 

 がんばりましたか。Did you do your best? 

 何枚カードを持っていますか。How many cards do you have? 

 

⑥文の区切りについてⅠ.mp3 

 消しゴムを二人の間に置きなさい。Put an eraser between you and your partner. 

 

⑪始めのあいさつⅠ.mp3 

 おはようございます。Good morning. 

 こんにちは。Hello.  Good afternoon. 

 みなさん、こんにちは。Hello, everyone. 

 英語の時間です。It’s time for English class. 

 元気ですか。今日の調子はどうですか。How are you? How are you today? 

 最近、変わったことはありましたか。What’s new? 

 みんないますか。Is everybody here? 

 今日は誰がお休みですか。Who’s absent today? 

 今日は何曜日ですか。－ 金曜日です。What day is it today? － It’s Friday. 

 今日は何月何日ですか。－ ４月２５日です。What’s the date today? － It’s April twenty-fifth. 

 今日の天気はどうですか。－ 晴れています。How’s the weather today? － It’s sunny. 

 

⑫授業の始まりⅠ.mp3 

 立ちなさい。Stand up. 

 座りなさい。Sit down. 

 席に戻りなさい。Go back to your seat. 

 きちんと座りなさい。Sit up straight. 

 準備はいいですか。Are you ready? 

 始めましょう。Let’s begin.  Shall we begin? 

 

 



 

 

⑬A ほめるⅠ.mp3 

 正解です。That’s right! 

 よくできました。Good!  Great!  Good job!  Well done! 

 いいアイディアですね。Good idea! 

 素晴らしい。いいね。Wonderful!  Excellent!  Fantastic!  Super!  Perfect! 

 がんばりましたね。You did a good job! 

 おめでとう。Congratulations! 

 よくなってきたね。You’re getting better. 

 よくやっているね。You’re doing fine. 

 とてもはっきりと言えています。You speak very clear. 

 どうもありがとう。Thank you very much.  Thanks a lot. 

 彼に拍手しましょう。Let’s give him a big hand. 

 手伝ってくれてありがとう。Thank you for your help. 

 

⑬B 励ますⅠ.mp3 

 あきらめないで。Don’t give up. 

 心配しないで。Don’t worry. 

 間違えても大丈夫ですよ。It’s OK to make mistakes. 

 よくがんばったね。Nice try!  Good try! 

 惜しい。Close!  Almost! 

 もう一度やりなさい。Try it again.  Once more.  One more time. 

 始めからもう一度やりなさい。Start over. 

 がんばって。Good luck!  Do your best. 

 その調子。Keep it up! 

 君ならできるよ。You can do it. 

 恥ずかしがらないで。Don’t be shy. 

 それでいいよ。That’s good! 

 落ち着いて。Take it easy.  Relax. 

 焦らないで。Take your time.  Don’t rush. 

 

⑭ゲームや活動の始まりⅠ.mp3 

 ゲームをしましょう。Let’s play a game. 

 歌を歌いましょう。Let’s sing a song. 

 この歌を知っていますか。Do you know this song? 

 クレヨンを持っていますか。Do you have crayons? 

 はさみが必要です。You need scissors. 

 机を寄せなさい。Put your desks together. 

 机を後ろに下げなさい。Move your desks to the back. 

 すべて片付けなさい。Put everything away. 

 消しゴムを２人の間に置きなさい。Put an eraser between you and your partner. 

 テキストを取り出しなさい。Take out your textbook. 

 テキストを片付けなさい。Put your textbook away. 

 机をきれいにしなさい。Clear your desks. 

 

 

 



 

 

⑮ゲームや活動Ⅰ.mp3 

 並びなさい。Line up. 

 ２列になりなさい。Make two lines. 

 ４チームに分かれなさい。Make four teams. 

 ５人組をつくりなさい。Make groups of five. 

 ペアになりなさい。Make pairs.  Get into pairs. 

 相手を代えなさい。Change partners. 

 向かい合いなさい。Face each other. 

 円になりなさい。Make a circle. 

 円になって座りなさい。Sit in a circle. 

 歩き回って相手を見つけなさい。Walk around and find a partner. 

 できるだけたくさん友だちを見つけなさい。Find as many friends as possible. 

 ここに立ちなさい。Stand here. 

 ここから始めなさい。Start here. 

 あちらに座りなさい。Sit over there. 

 あちらで待ちなさい。Wait there. 

 こちらに来なさい。Come here. 

 前に来なさい。Come to the front. 

 前の方に来なさい。Move forward. 

 真ん中に来なさい。Come to the center. 

 後ろに下がりなさい。Step back. 

 それはいりません。You don’t need that. 

 最初は誰ですか。Who’s first?  Who goes first? 

 やりたい人はいますか。Any volunteers? 

 あなたの番です。It’s your turn.  You’re next. 

 私の番です。It’s my turn. 

 どうぞ。Go ahead. 

 お先にどうぞ。After you. 

 役割を交代しなさい。Change roles. 

 じゃんけんをしなさい。Do janken. 

 あなたがオニです。You’re “it”. 

 ヒントを 2 つ言います。I’ll give you two hints. 

 答えが分かった人はいますか。Who knows the answer? 

 質問はありますか。Do you have any questions? 

 他に質問はありますか。Any other questions? 

 

⑯カード･ゲームⅠ.mp3 

 カードを取り出しなさい。Take out your cards. 

 カードの表を上にして置きなさい。Put your cards face up. 

 カードを裏返しなさい。Turn over your cards. 

 カードを配りなさい。Deal the cards. 

 カードを切りなさい。Shuffle your cards. 

 カードを 1 枚取りなさい。Take one card. 

 チームに 1 枚ずつです。One for each team. 

 絵カードを持っていますか。Do you have a picture card? 

 カードを交換しなさい。Exchange cards. 



 

 

 カードを隣の人にまわしなさい。Pass the card to the next person. 

 カードを掲げなさい。Hold up your cards. 

 カードを体の後ろに隠しなさい。Hide the cards behind your back. 

 カードを机の上に広げなさい。Spread the cards out on the desks. 

 カードを友だちに見せてはいけません。Don’t show your cards to anyone. 

 カードを持ってきなさい。Bring me a card. 

 カードを集めなさい。Collect your cards. 

 

⑰ボード･ゲームⅠ.mp3 

 サイコロを振りなさい。Roll the dice. 

 ２マス進みなさい。Go forward two spaces. 

 ５マス進みなさい。Move up five spaces. 

 ３マス戻りなさい。Go back three spaces. 

 １回休みです。You lose a turn. 

 上がる。Go up. 

 下がる。Go down. 

 順番を決めてください。Decide the order. 

 誰の番ですか。Whose turn is it? 

 私の番ですか。Is it my turn? 

 

⑱ゲームや活動の終わりⅠ.mp3 

 終わりです。Time’s up.  We’re done. 

 やめなさい。Stop now. 

 終わったら、座りなさい。When you’re done, sit down. 

 誰が勝ちましたか。Who won? 

 引き分けです。It was a tie. 

 ５班の勝ちです。Team five is the winner. 

 白いカードを持っているチームの勝ちです。The team that has the white card is the winner. 

 あなたはアウトです。You’re “out”. 

 いくつビンゴができましたか。How many bingos do you have? 

 がんばりましたか。Did you do your best? 

 どうでしたか。How was it? 

 何枚カードを持っているか数えなさい。Count your cards. 

 何枚カードを持っていますか。How many cards do you have? 

 何ポイント取れましたか。How many points did you get? 

 ５ポイント取った人は誰ですか。Who has five points? 

 A グループに 1 ポイント。One point for Group A. 

 

⑲A【基本表現 A】Ⅰ.mp3 

 手伝ってくれますか。Can you help me? 

 テキストの６ページを開きなさい。Open your textbook to page six. 

 ページをめくりなさい。Turn the page. 

 絵を指差しなさい。Point at the picture. 

 この絵の中の犬を探せますか。Can you find the dog in this picture? 

 このワークシートを持っていますか。Do you have this worksheet? 

 ワークシートに名前を書きなさい。Write your name on the worksheet. 



 

 

 あなたの顔の絵を描きなさい。Draw a picture of your face. 

 丁寧に描きなさい。Draw it neatly. 

 線を引きなさい。Draw a line. 

 ボールとバットを線で結びなさい。Draw a line between the ball and the bat. 

 その絵まで線を引きなさい。Draw a line to the picture. 

 よく聞いて、点と点を線で結びなさい。Listen carefully and connect the dots. 

 もう一度言ってください。Pardon me?  Could you say that again? 

 ＣＤを聞きなさい。Listen to the CD. 

 鈴木先生の話を聞きましょう。Let’s listen to Suzuki sensei. 

 ＣＤがちゃんと聞こえますか。Can you hear the CD all right? 

 聞こえません。I can’t hear you. 

 何が見えますか。What do you see? 

 これが見えますか。Can you see this? 

 これをしっかり見なさい。Look at this carefully. 

 私の後について繰り返しなさい。Repeat after me. 

 大きな声で話しなさい。Louder.  Speak up. 

 私を見なさい。Look at me. 

 見せなさい。Show it to me. 

 はい、どうぞ。Here you are.  Here you go. 

 手を挙げなさい。Raise your hands. 

 手を下げなさい。Put your hands down. 

 こちらに来なさい。Come here. 

 

⑲B【基本表現 B】Ⅰ.mp3 

 静かにしなさい。Be quiet. 

 話をやめなさい。Stop talking. 

 目を閉じなさい。Close your eyes. 

 テキストを閉じなさい。Close your textbook. 

 リンゴを赤で塗りなさい。Color the apple red. 

 リンゴを丸で囲みなさい。Circle the apple. 

 2 つに折りなさい。Fold it in half. 

 絵を切り取りなさい。Cut out the pictures. 

 ノートに貼りなさい。Glue it in your notebook. 

 あと 1 分です。One minute left. 

 もう 1 分延長します。I’ll give you one more minute. 

 片付けなさい。Put your things away. 

 鉛筆を置きなさい。Put your pencil down. 

 私を見て、同じことをしなさい。Copy me. 

 スクリーンを見なさい。Look at the screen. 

 カーテンを閉めなさい。Close the curtains. 

 電気をつけなさい。Turn on the lights. 

 「リンゴが好きですか」と私にたずねなさい。Ask me, “Do you like apples?” 

 3 回手を叩きなさい。Clap your hands three times. 

 1 から 10 まで数えましょう。Let’s count from one to ten. 

 もう少し練習しましょう。Let’s practice a little more. 

 一緒に言いましょう。Let’s say it together. 



 

 

 グループで話し合いなさい。Talk in your group.  Discuss it in groups. 

 「おなかが痛い」は英語で何と言いますか。How do you say onaka ga itai in English? 

 相手を見なさい。Look at your partner. 

 

⑳終わりのあいさつⅠ.mp3 

 今日はこれで終わります。That’s all for today.  We’re finished. 

 今日の授業は楽しかったですか。Did you enjoy today’s class? 

 また次回会いましょう。See you next time. 

 気を付けて。Take care. 

 さようなら。Good-bye.  See you. 

 また月曜日に会いましょう。See you on Monday. 

 良い週末を。Have a nice weekend. 


