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絵で見る英語の素材集 レインボーカットシリーズ ②

ORANGE 学校で 収録作品一覧

テーマ キーワード 種類 主な語彙や表現

1
1st, 2nd, 3rd, 4th,, 20th 数 , 学校 , シ

ート

語彙 1st base, 2nd base,

3rd base, home plate,

1st corner

2
したいこと、スポーツなど 人 語彙 playing baseball,

playing catch, playing

soccer, playing cards

3
すること 人, 動作 語彙 swim, fly, run, sing,

jump, walk, read

4
職業 その１ 人 語彙 baseball player, soccer

player, professor,

scientist, doctor

5

職業 その２ 人 語彙 announcer,

photographer, chef,

artist, dentist, office

worker

6
科目／日課 学校 語彙 science, social studies,

mathematics,

Japanese, English

7
教室 学校, シート 語彙 door, floor, blackboard,

desk, chair, table,

locker

8
廊下 学校, シート 語彙 hall way, stairs, toilet,

sink, window, mat,

shoe shelf

9
教室、廊下、備品など 学校, 物品 語彙 shoe shelf, mat,

umbrella stand, hall

way, window, stairs

10
教室の掃除 学校, シート 語彙 mop the floor, erase

the blackboard, dust

the bookshelf
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11
廊下の掃除 学校, シート 語彙 sweep the stairs, wipe

the window, clean the

toilet

12

掃除用具 学校, 物品 語彙 eraser, broom, mop,

brush,

vacuum-cleaner,

bucket, dust cloth

13
教室と廊下の掃除 学校 語彙 sweep the stairs, wipe

the window, clean the

toilet

14
文房具 学校, 物品 語彙 a pencil, a highlighter,

a pencil case, a pencil

sharpener

15
運動場、遊具 学校 語彙 swing, slide, see-saw,

jungle-gym, sandbox,

water fountain

16
楽器 学校 , 音 , 物

品

語彙 accordion, castanets,

cello, clarinet,

cymbals, drum, flute

17
給食 学校, 食べ物 語彙 wash hands, put on a

mask and a cap, fill a

bowl with rice

18
仲間の呼び方 ６ school, class グループ , 学

校, 物品, 音

グ ル

ープ

school, floor, door,

stairs, class, desk,

clock, blackboard

19
これ 英語で何て言う？ How do you

say this in English?

ことば, 学校,

クイズ, How

対話 GEORGE: How do you

say "enpitsu" in

English? JOE: Pencil.

20

大きくなったら何になる？ What do

you want to be?

話 題 , What,

Why

対話 PRINCIPAL: What do

you want to be?

POLLY: I want to be a

cook.

21
何して遊ぶ？ What do you like to

do...? I like ...

話題, What 対話 LISA: What do you

like to do on sunny

days?

22
好きな授業は？ What subject do

you like?

話 題 , 学 校 ,

What, Why

対話 PRINCIPAL: What

subject do you like?

POLL: I like music.
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23
貸してちょうだい！ Can I use your

cutter?

依 頼 , 学 校 ,

Can, Do you,

Who

対話 MARY: Do you have a

cutter? LISA: Yes, I

do.


