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1. Dog!

2. Dog, d, d, d, d, d, dog, dog!

1. Cat!

2. C, c, c, cat, cat! C, c, c, cat, cat!

1. Elephant!

2. E, e, e, elephant, elephant!

1. Doll!

2. D, d, d, doll, doll, doll, doll!

1. Picture book!

2. P, p, p, picture book!

P, p, p, picture book!

1. Crayons!

2. Cr, cr, cr, crayons, crayons!

1. Blocks!

2. Bl, bl, bl, blocks, blocks!

Bl, bl, bl, blocks, blocks, blocks!

1. Ball!

2. Ball, b, b, ball, b, b, ball, ball, ball!

1. Slide!

2. Sl, sl, sl, slide, slide, slide!

1. Dump truck!

2. D, d, d, d, dump truck, dump truck!

1. Crane truck!

2. Cr, cr, cr, crane truck, crane truck!

1. Taxi!

2. T, t, t, ta, ta, taxi, taxi!

1. Motorcycle!

2. M, m, m, m, motor, motor, motorcycle!

1. Bulldozer!

2. B, b, b, bulldozer, bulldozer!

1. Road roller!

2. R, r, road, road, road roller!

Ch, ch, ch, chirp!

Tickle, tickle!

Sing a song!

1.♪Twinke, Twinkle

Little Star

2.♪The Alphabet Song

3.♪Under the Spreading
Chestnut Tree

（歌詞は６ページ）

1. Peek-a-boo!

2.♪See a Happy Smile

（歌詞は６ページ）

1. １回目に押したとき 2. ２回目に押したとき 3. ３回目に押したとき
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お世話遊び

(はなちゃんの泣き声)
はなちゃん、どうしたら笑うかな？
はなちゃん、どれがいいのかな？
ボタンを押してね！

Dog! Hana-chan! It’s a dog! (ワンワン!)

Cat! Hana-chan! It’s a cat! (ニャ～!)

Elephant! Hana-chan! It’s an elephant! (パオーン)

Doll! Hana-chan! Let’s play with the doll!

Picture book!  
Let’s look at the picture book, Hana-chan.

Blocks! Ta-da! I made it for you, Hana-chan! 

Crayons! I’m drawing, Hana-chan! 

Slide! Hana-chan! Look at me! 

(滑り台を滑る音)

Dump truck! Hana-chan! It’s a dump truck! (乗り物音) It’s big!

Crane truck! Hana-chan! It’s a crane truck! (乗り物音) It’s cool!

Taxi! Hana-chan! It’s a taxi! (乗り物音) It’s cool!

Motorcycle! Hana-chan! It’s a motor cycle! (乗り物音) It’s fast!

Bulldozer! Hana-chan! It’s a bulldozer! (乗り物音) It’s big!

Road roller! Hana-chan! It’s a road roller! (乗り物音) It’s cool!

Hana-chan! Tickle, tickle, tickle!

Hana-chan! Sing a Song! (♪I Love You Hana-chan)

→歌詞は３ページ

お世話ボタン

1

それぞれのボタンを押すと以下の音声が流れます

2

Ball! Hana-chan! Bouncy, bouncy, ball!

(ボールが跳ねる音)

2

Hana-chan! Peek-a-boo! (♪See a Happy Smile)

→歌詞は６ページ



You’re my sweet

You’re my sweet

Hana-chan

I love you

I love you

Hana-chan

訳 かわいい
かわいい
はなちゃん
大好き
大好き
はなちゃん
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１
回
で
泣
き

止
ん
だ
と
き

（はなちゃんの笑い声）
はなちゃんが笑ったよ！
きみも手伝ってくれてありがとう！
Thank you!

（はなちゃんの泣き声）
もっと遊んであげよう！
はなちゃん、どれがいいのかな？
（→ のいずれかのボタンを押す）

１
回
で
泣
き

止
ま
な
い
と
き

３

２

♪I Love You Hana-chan

【お世話遊び時に「Sing a songボタン」を押すと歌が流れます】



クイズ遊び

【しまじろうが電話に出た場合】
Telephone, telephone!

Hello! This is Shimajiro! 

What’s your name?

ふんふんふん、ふんふんふん
わあ、すてきな名前だね！教えてくれてありがとう！

ぼくが好きな動物はなーんだ？
Listen! (犬か猫か象の鳴き声)
どーれだ？

or

ぼくが言う乗り物を見つけてね！
（乗り物の英語）どーれだ？

きみの好きなものを教えて！
ボタンを押してね！
（ボタンを押すと）
Wow! Wonderful! Me, too!

正
解
時

不
正
解
時

That’s right!

Great!

Uh-oh!

これじゃないよ

Let’s talk again! See you!

【ビーピーが電話に出た場合】
Telephone, telephone!

Hello! This is Beepy.

Beepyは何が好きなのかな？よく聞いてね！

● Doll! I want to play with the doll!

● Picture book! I want to read the picture book!

● Blocks! I want to play with the blocks!

● Crayons! I want to draw with crayons!

● Ball! I want to play with the ball!

● Slide! I want to play on the slide!

どーれだ？

Yes! Great!
Uh-oh!

これじゃないよ

Let’s talk again! See you!

電話ボタン
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正
解
時

不
正
解
時

以下のいずれかを出題
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音遊び 音遊びボタン

チャーピィと音遊び！リズムに合わせて好きなチャーピィを押そう！

English Sounds〈p,d,t〉のBGMが順番に流れます

t,t,t,t

tick-tock

tick-tock

timer

それぞれのボタンを押すと出る音

t,t,t,t, tick-tock

p,p,p

d,d,d,d,d,d,d

tick-tock

popping

dancing

timer

popcorn

dinosaur

p,p,p

popping

popcorn

d,d,d,d

dancing

dinosaur

1 2 3



歌遊び 歌ボタン

Peek-a-boo

I see your eyes

See your ears

See your nose

Peek-a-boo

I see your mouth

See your happy smile

訳 いないいないばあ
あなたの目が見えるよ
あなたの耳が見えるよ
あなたの鼻が見えるよ
いないいないばあ
あなたの口が見えるよ
あなたのうれしい笑顔が見えるよ
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♪ Twinkle, Twinkle, Little Star

Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

Up above the world so high

Like a diamond in the sky

Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

訳 きらきら光る、小さな星よ
あなたはどんな星かしら
とても高い空にある
ダイヤモンドのよう
きらきら光る、小さな星よ
あなたはどんな星かしら

♪ The Alphabet Song

ABCDEFG

HIJKLMN

OPQRSTUV

WXY and Z

Now I know my ABC’s

Next time won’t you sing 

With me?

訳 ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTUV
WXYとZ
ABCがわかったよ
次は一緒に歌おうね

♪ Under ｔhe Spreading Chestnut Tree

Under the spreading

Chestnut tree

There we sit both

You and me

Oh, how happy 

We would be

Under the spreading

Chestnut tree

訳 大きな栗の木の下で
あなたと私が
座っていて
なんて私たちは
幸せでしょう
大きな栗の木の下で

♪ See a Happy Smile


