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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 ⑦

VIOLET 動物：私はだぁれ？ 収録作品一覧

テーマ キーワード 種類 主な語彙や表現

1
干支 時, 動物

語彙

rat, ox, tiger, rabbit,

dragon, snake, horse

2
干支 シート 時 , 動物 , シ

ート 語彙

rat, ox, tiger, rabbit,

dragon, snake, horse,

3
昆虫 動物, 自然

語彙

beetle, rhinoceros

beetle, stag beetle,

moth, caterpillar

4
ペット 動物

語彙

bird, blackbird,

mockingbird, black

sheep,

5
動物園 動物

語彙

penguin, flamingo,

bear, baboon, ram,

goat, deer

6
鳥 動物, 自然

語彙

sparrow, swallow,

pigeon, crow, lark,

hawk, owl

7
海の魚や生き物 動物, 自然

語彙

shrimp, lobster, crab,

squid, octopus, sea

bream, salmon

8
鳴き声や音 動 物 , 自 然 ,

音, クイズ 表現

The sheep says baa,

baa., The cow says

moo, moo.

9

鳴き声や音（音声だけ） 動 物 , 自 然 ,

音, クイズ
語彙

baa, baa, moo, moo,

oink, oink, oink,

neigh, neigh, heehaw,

heehaw

10
体の名前(1) 動物 ライオンなど 動物 , 体 , シ

ート 語彙

eye, nose, mouth,

whiskers, forehead,

face, mane
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11
体の名前(2) 動物 ゾウなど 動物 , 体 , シ

ート 語彙

nose, trunk, forehead,

eye, ear, hair, leg

12

体の名前(3) 昆虫 チョウチョなど 動物 , 体 , シ

ート
語彙

antenna, head, body,

wing, antenna,

compound eyes,

mouth

13
体の名前(4) 鳥 フラミンゴなど 動物 , 体 , シ

ート 語彙

beak, head, neck,

body, wing, leg,

webbed foot

14
仲間の呼び方 １ animal, fish グループ , 動

物, 植物
グル
ープ

animal, monkey,

turkey, alligator,

beast, bear, tiger

15
庭の小動物 It's an ant. 紹 介 , 表 現 ,

動物 表現

It's an ant., It's a

beetle.

16
私はアリ 昆虫 I am an ant. 表現, 動物, I

am 表現

I am a butterfly., I am

an ant.

17
昆虫の自己紹介 I can fly. 表 現 , 紹 介 ,

動物, can 表現

I can fly. I fly from

flower to flower. I

have white wings.

18
庭の小動物 in, on, above, under,

into, out of

場 所 , 表 現 ,

動物 表現

The UFO is in space.,

The UFO is in the air.

19
庭の小動物 1 はじめに What's

this?

動物, クイズ,

What 対話

QUES.: What's this?

ANS.: It's an ant.

20
庭の小動物 2 クローズアップ

What's this?

動物, クイズ,

What 対話

QUES.: What's this?

ANS.: It's an ant.

21
庭の小動物 3-1 体の部分 その１

What's this?

動物, クイズ,

What 対話

QUES.: What's this?

ANS.: They're frog's

eyes.

22
庭の小動物 3-2 体の部分 その２

What's this?

動物, クイズ,

What 対話

QUES.: What's this?

ANS.: It's an ant's

head.

23
庭の小動物 3-3 体の部分 その３

What's this?

動物, クイズ,

What 対話

QUES.: What's this?

ANS.: It's a

mosquito's belly .
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24

昆虫編 私は誰でしょう？ Guess!

What am I?

動物, クイズ,

What, can
対話

I can fly. I fly from

flower to flower. I

have white wings.

Guess! What am I?

25

動物編 君 泳げる？ Can you

swim?

動物, クイズ,

Can
対話

QUES.: Can you

swim?

ANS.: Yes. I can

swim.

26

どっちが好き？ Which do you like

better,,,? Why ...?

話題, 食べ物,

動物 , Which,

Why
対話

GEORGE: Which do

you like better,

running or

swimming?


