1月号 <Colorful Ice Cream>音声一覧
遊ぶ前の準備
アイスクリームスクープを本体にさしこんでください。
基本の流れ
①電源を入れる
Hello! Let’s play!
Ice cream time!
②アイスクリームをつかむ
以下のパターンが交互に流れます。
A)セリフパターン
○○！
It‘s ○○ ice cream.
（※○○の部分にRed / Blue / Yellow / Green / white / black が入ります）
B)歌パターン
<Red>
Red, red, red, red
Red, red, red, red, red
<Blue>
Blue, blue, blue
Blue, blue, blue
Blue, blue
Blue, blue
<Yellow>
Yellow, yellow, yellow, yellow

<Green>
Green, green, green
Green, green
<White>
White, white
White, white
White, white, white
<Black>
Black, black
Black, black
Black, black, black

③アイスクリームを外す
Here you are!

★その他促し音声
アイスクリームをつかんでいないとき：
Let’s play!
アイスクリームをつかんだまま放置したとき：
コーンかカップにのせよう！

スタッキングゲーム
Stacking game!
ぼくが言う色のアイスクリームを積み上げてね！
Let’s start!

<出題>
Red!
Blue!
Yellow!
Green!
White!
Black!

(６色の中からランダムに３色が出題されます）

<正解時>
（※○○の部分にRed / Blue / Yellow / Green / White / Black が入ります。）
○○！
ピンポン！
アイスクリームを積み上げよう！
<３問正解時>
（ファンファーレ）
Good job!
（拍手）
※ピロン※（遊びがリセットされます。）

<不正解時>
ポヨヨヨン（不正解音）
アイスクリームを外して、もう一度聞いてみよう！
<２問連続不正解時>
ポヨヨヨン（不正解音）
また挑戦してね！
※ピロン※（遊びがリセットされます。）

ピンズと注文遊び
<出題>
I’m ○○!
○○ ice cream, please!
（※○○の部分にRed / Blue / Yellow / Green / White / Black が入ります）
<正解時>
○○！
It’s ○○ ice cream!
<１回目不正解時>
ポヨヨヨン（不正解音）
○○！
It’s ○○ ice cream!
アイスクリームを外してもう一度聞いてみよう！
<２回目不正解時>※注文と異なったアイスクリームをつかんでも、やりとりが進みます。
○○！
It’s ○○ ice cream!
<正解後・２回目不正解後にアイスクリームを外したとき>
Here you are!
Thank you!
※ピロン※（遊びがリセットされます。）
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歌ボタン
Let’s sing! （※電源をONにしたあと、初めて歌ボタンを押したときのみ流れます）
（歌ボタンを押す度に、以下の歌が順番に流れます。）
①Ha-Ha, This-a-Way!
ハハ、この道
★
★
Ha-ha, this-a-way
ハハ、あの道
Ha-ha, that-a-way
ハハ、この道、そして
Ha-ha, this-a-way, then, oh, then
私が医者だったとき
When I was a doctor, doctor, doctor
私が医者だったとき、そして
When I was a doctor, then, oh, then
★繰り返し
★repeat

②I Want to Dance
I want to dance, dance, dance forever
I want to turn, turn, turn around
I want to jump, jump, jump up high
I want to twist, twist, twist it down
I want to dance with you forever
I want to run, run, run, run around ★
That’s what I want to do
It’s what I want to do
★repeat

ずっと踊っていたい
くるっと回りたい
高く飛び跳ねたい
ツイストしたい
あなたと一緒にずっと踊っていたい
走りたい
それが私のしたいこと
★
それが私のしたいこと
★繰り返し

③Where is Thumbkin?
Where is thumbkin?
Where is thumbkin?
Here I am
Here I am
How are you this morning?
Very well, I thank you
Run away
Run away

親指さんはどこかな？
親指さんはどこかな？
ここだよ
ここだよ
今朝はご機嫌いかが？
とってもいいよ ありがとう
それではさようなら
それではさようなら

④Going All Around
In my car, I go vroom-vroom!
Vroom-vroom! Vroom-vroom!
In my car, I go vroom-vroom!
Driving all around
Driving all around
Driving all around
In my car, I go vroom-vroom!
Driving all around

車で行くよ ブルーンブルーン！
ブルーンブルーン！ブルーンブルーン！
車で行くよ ブルーンブルーン！
運転しよう
運転しよう
運転しよう
車で行くよ ブルーンブルーン！
運転しよう
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デザートピザ遊び
※11月号から継続してご受講のかたにお楽しみいただけます。
※アイスクリームスクープを本体にさした状態で、ピザ面の〈Beepyボタン〉を押します。
①導入
<Beepy>
Hi! I’m Beepy.
Please make me a dessert pizza!
<しまじろう>
All right!
②蓋を開ける （※蓋が開いている場合は③に進みます。）
■蓋が閉まっているとき
蓋を開けよう！
■蓋が開いたとき
Open!
③生地をのせる （※蓋を開けた時にすでに生地がセットされている場合、④に進みます。）
■生地が置かれていないとき
生地をのせよう！
■生地を１枚置いたとき
Big! It’s a big pizza! / Small! It’s a small pizza!

■生地を２枚置いたとき
生地を１枚だけ選んで置いてね！
④注文を聞く
<しまじろう>
Beepy, which topping do you want?
<Beepy>
〇〇(Strawberry / Melon / Grape / Lemon), please!
⑤ピザを焼く
■蓋が開いているとき
Let’s bake it!
■蓋を開けたまま放置したとき
Let’s bake it!
蓋を閉めよう！
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■蓋を閉めたとき
It’s baking time!
♪t, t, t, t, tick-tock
tick-tock, timer!
⑥アイスクリームをのせる
■蓋が閉まっているとき
It’s done!

■蓋を閉めたまま放置したとき
It’s done!
蓋を開けよう！
■蓋を開けたとき
Wow! It looks yummy!
おすすめのアイスクリームものせよう！
■アイスクリームをのせたとき
○○！
It‘s ○○ ice cream.
（※○○の部分にRed / Blue / Yellow / Green / White / Black が入ります）
■アイスクリームをつかんだまま放置したとき
ピザにのせよう！
■アイスクリームをピザにのせたとき
Nice!
■アイスクリームをピザにのせたまま放置したとき
Let’s eat!
⑦ピザを取り出す
<しまじろう>
Here is a dessert pizza!
<Beepy>
Thank you! It’s yummy!
<しまじろう>
きみも手伝ってくれてありがとう！
※ピロン※ （遊びがリセットされます。）
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