
～英単語でポン～ Date:

1 Colors Name:

いろ 12

1 white （　　　） しろ

2 pink （　　　） ちゃいろ

3 yellow （　　　） だいだいいろ

4 green （　　　） むらさき

5 orange （　　　） あお

6 gray （　　　） きいろ

7 brown （　　　） あか

8 blue （　　　） ぎんいろ

9 red （　　　） はいいろ

10 silver （　　　） ももいろ

11 purple （　　　） みどり

12 black （　　　） くろ



～英単語でポン～ Date:

2 Months Name:

12か月 12

1 September ==> （　　　） 月

2 August ==> （　　　） 月

3 July ==> （　　　） 月

4 March ==> （　　　） 月

5 October ==> （　　　） 月

6 January ==> （　　　） 月

7 May ==> （　　　） 月

8 April ==> （　　　） 月

9 December ==> （　　　） 月

10 June ==> （　　　） 月

11 February ==> （　　　） 月

12 November ==> （　　　） 月



～英単語でポン～ Date:

3 Weather Name:

てんき 10

1 warm （　　　） ゆきのふる

2 snowy （　　　） あめのふる

3 cool （　　　） むしあつい

4 windy （　　　） はれている

5 cloudy （　　　） あたたかい

6 sunny （　　　） すずしい

7 cold （　　　） かぜのつよい

8 muggy （　　　） あつい

9 rainy （　　　） くもっている

10 hot （　　　） さむい



～英単語でポン～ Date:

4 Counting to 10 Name:

0から10 11

1 four ==> （　　　）

2 ten ==> （　　　）

3 two ==> （　　　）

4 five ==> （　　　）

5 one ==> （　　　）

6 nine ==> （　　　）

7 three ==> （　　　）

8 seven ==> （　　　）

9 six ==> （　　　）

10 zero ==> （　　　）

11 eight ==> （　　　）



～英単語でポン～ Date:

5 Ordinal Numbers Name:

じゅんばんのすうじ 10

1 second ==> （　　　） ばんめ

2 ninth ==> （　　　） ばんめ

3 third ==> （　　　） ばんめ

4 eighth ==> （　　　） ばんめ

5 sixth ==> （　　　） ばんめ

6 first ==> （　　　） ばんめ

7 fifth ==> （　　　） ばんめ

8 fourth ==> （　　　） ばんめ

9 tenth ==> （　　　） ばんめ

10 seventh ==> （　　　） ばんめ



～英単語でポン～ Date:

6 Counting 11 to 20 Name:

11から２０ 10

1 fifteen ==> （　　　）

2 eleven ==> （　　　）

3 nineteen ==> （　　　）

4 thirteen ==> （　　　）

5 twenty ==> （　　　）

6 twelve ==> （　　　）

7 seventeen ==> （　　　）

8 sixteen ==> （　　　）

9 fourteen ==> （　　　）

10 eighteen ==> （　　　）



～英単語でポン～ Date:

7 Big Numbers Name:

おおきいすうじ 14

1 sixty （　　　） 1000

2 one thousand （　　　） 60

3 seventy （　　　） 90

4 ninety （　　　） 100

5 twenty （　　　） 10

6 one hundred （　　　） 1000000

7 ten thousand （　　　） 30

8 ten （　　　） 40

9 fifty （　　　） 80

10 one million （　　　） 20

11 eighty （　　　） 100000

12 one hundred thousand （　　　） 70

13 forty （　　　） 10000

14 thirty （　　　） 50



～英単語でポン～ Date:

8 Days of the week Name:

ようび 7

1 Tuesday （　　　） かようび

2 Friday （　　　） もくようび

3 Sunday （　　　） げつようび

4 Monday （　　　） にちようび

5 Wednesday （　　　） どようび

6 Saturday （　　　） きんようび

7 Thursday （　　　） すいようび

    

    

    

    

    

    

月 
（  ） 

火 
（  ） 

水 
（  ） 

木 
（  ） 

金 
（  ） 

土 
（  ） 

日 
（  ） 



～英単語でポン～ Date:

9 Time and Seasons Name:

じかん・きせつ 12

1 week （　　　） なつ

2 year （　　　） にち

3 hour （　　　） ねん

4 day （　　　） しゅう

5 fall （　　　） あき

6 spring （　　　） びょう

7 second （　　　） ふゆ

8 winter （　　　） つき

9 minute （　　　） はる

10 month （　　　） きせつ

11 season （　　　） ふん

12 summer （　　　） じかん



～英単語でポン～ Date:

10 Shapes Name:

かたち 8

1 square （　　　） さんかく

2 rectangle （　　　） ちょうほうけい

3 diamond （　　　） ひしがた

4 heart （　　　） まる

5 triangle （　　　） せいほうけい

6 star （　　　） ほし

7 oval （　　　） だえん

8 circle （　　　） ハート

    

    

    

    

    

    

（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 
（  ） 

（  ） 

（  ） 

（  ） 



～英単語でポン～ Date:

11 Desk Supplies Name:

つくえにあるもの 16

1 ruler （　　　） マジック

2 stapler （　　　） ノート

3 glue （　　　） はさみ

4 tape （　　　） えんぴつ

5 handout （　　　） クリップ

6 folder （　　　） ペン

7 pen （　　　） テープ

8 notebook （　　　） プリント

9 pencil case （　　　） ホッチキス

10 eraser （　　　） フォルダー

11 paper clip （　　　） ふでばこ

12 pencil （　　　） けしごむ

13 marker （　　　） けいこうペン

14 textbook （　　　） じょうぎ

15 scissors （　　　） きょうかしょ

16 highlighter （　　　） のり



～英単語でポン～ Date:

12 Classroom Tour Name:

きょうしつあんない 16

1 clock （　　　） たな

2 TV （　　　） ゆか

3 wall （　　　） カレンダー

4 floor （　　　） とけい

5 door （　　　） ＣＤプレーヤー

6 shelf （　　　） つくえ

7 CD player （　　　） ドア

8 poster （　　　） いす

9 ceiling （　　　） でんき

10 teacher （　　　） てんじょう

11 desk （　　　） ほん

12 calendar （　　　） かべ

13 book （　　　） まど

14 window （　　　） テレビ

15 light （　　　） ポスター

16 chair （　　　） せんせい



～英単語でポン～ Date:

13 School Tour Name:

がっこうあんない 17

1 computer room （　　　） ろうか・ホール

2 water fountain （　　　） しょくいんしつ

3 field （　　　） りかしつ

4 nurse’s office （　　　） プール

5 teachers’ room （　　　） みずのみば

6 science lab （　　　） おんがくしつ

7 playground （　　　） かいだん

8 library （　　　） きょうぎじょう

9 classroom （　　　） としょしつ

10 gym （　　　） がっこう

11 swimming pool （　　　） トイレ

12 hall （　　　） たいいくかん

13 garden （　　　） あそびば

14 bathroom （　　　） きょうしつ

15 school （　　　） コンピュータしつ

16 stairs （　　　） ほけんしつ

17 music room （　　　） にわ



～英単語でポン～ Date:

14 Adjectives 1 Name:

けいようし １ 24

1 big （　　　） Ｌサイズの

2 large （　　　） ほそい

3 huge （　　　） わかい

4 old （　　　） とてもちいさい

5 fat （　　　） ふとい

6 long （　　　） ちいさい

7 tall （　　　） ぐちゃぐちゃの

8 neat （　　　） とてもおおきい

9 messy （　　　） たかい

10 beautiful （　　　） みにくい

11 old （　　　） きたない

12 heavy （　　　） おおきい

13 short （　　　） あたらしい

14 ugly （　　　） ながい

15 small （　　　） ふるい

16 short （　　　） きれい

17 light （　　　） Ｓサイズの

18 new （　　　） うつくしい

19 thin （　　　） としとった

20 young （　　　） おもい

21 dirty （　　　） ひくい

22 small （　　　） きちんとしている

23 tiny （　　　） かるい

24 clean （　　　） みじかい



～英単語でポン～ Date:

15 Adjectives 2 Name:

けいようし 2 24

1 bent （　　　） うれしい

2 tight （　　　） よわい

3 slow （　　　） つよい

4 dark （　　　） ぬれている

5 wet （　　　） よい

6 narrow （　　　） くらい

7 strong （　　　） きつい

8 good （　　　） うるさい

9 loose （　　　） ゆるい

10 dry （　　　） あつい

11 quiet （　　　） かわいている

12 cold （　　　） かなしい

13 sad （　　　） わるい

14 loud （　　　） まがっている

15 high （　　　） しずかな

16 straight （　　　） あかるい

17 fast （　　　） つめたい

18 bad （　　　） ひくい

19 wide （　　　） たかい

20 happy （　　　） おそい

21 low （　　　） はやい

22 light （　　　） せまい

23 hot （　　　） ひろい

24 weak （　　　） まっすぐな



～英単語でポン～ Date:

16 Question Words Name:

しつもんのことば 12

1 which （　　　） どっち

2 where （　　　） だれの

3 why （　　　） なんじ

4 how old （　　　） いくら

5 how many （　　　） なんさい

6 who （　　　） どこ

7 how （　　　） だれ

8 when （　　　） どのように

9 what time （　　　） なに

10 whose （　　　） なぜ

11 how much （　　　） いくつ

12 what （　　　） いつ



～英単語でポン～ Date:

17 Places and Transportation Name:

まち・のりもの 10

1 bike （　　　） どうぶつえん

2 plane （　　　） じてんしゃ

3 post office （　　　） レストラン

4 restaurant （　　　） びょういん

5 train （　　　） えき

6 zoo （　　　） バス

7 supermarket （　　　） ひこうき

8 station （　　　） ゆうびんきょく

9 hospital （　　　） でんしゃ

10 bus （　　　） スーパー



～英単語でポン～ Date:

18 Favorite Activities Name:

すきなこと 12

1 sports （　　　） ギター

2 guitar （　　　） ペット

3 piano （　　　） スポーツ

4 comic books （　　　） えいが

5 movie （　　　） サッカー

6 tennis （　　　） テニス

7 basketball （　　　） バスケットボール

8 pets （　　　） まんが

9 video game （　　　） やきゅう

10 baseball （　　　） テレビゲーム

11 soccer （　　　） バレーボール

12 volleyball （　　　） ピアノ



～英単語でポン～ Date:

19 Meals Name:

しょくじ 14

1 ice cream （　　　） ぎゅうにゅう

2 dinner （　　　） アイスクリーム

3 milk （　　　） オレンジジュース

4 fruit （　　　） サンドイッチ

5 cookies （　　　） クッキー

6 sandwich （　　　） コーヒー

7 hamburger （　　　） ひるごはん

8 orange juice （　　　） にく

9 coffee （　　　） ばんごはん

10 meat （　　　） あさごはん

11 breakfast （　　　） さかな

12 fish （　　　） ハンバーガー

13 soup （　　　） くだもの

14 lunch （　　　） スープ



～英単語でポン～ Date:

20 Countries Name:

くに 10

1 China （　　　） アメリカ

2 Russia （　　　） ちゅうごく

3 USA （　　　） フランス

4 Australia （　　　） ドイツ

5 Korea （　　　） にほん

6 England （　　　） かんこく・ちょうせん

7 Germany （　　　） オーストラリア

8 France （　　　） カナダ

9 Canada （　　　） ロシア

10 Japan （　　　） イギリス



～英単語でポン～ Date:

21 Belongings Name:

みのまわりのもの 12

1 picture （　　　） くつ

2 camera （　　　） スカート

3 cell phone （　　　） かばん

4 umbrella （　　　） けいたいでんわ

5 shoes （　　　） カメラ

6 bag （　　　） ぼうし

7 jacket （　　　） しゃしん

8 T-shirt （　　　） Ｔシャツ

9 hat （　　　） ズボン

10 pants （　　　） うわぎ

11 skirt （　　　） じしょ

12 dictionary （　　　） かさ



～英単語でポン～ Date:

22 People Name:

ひと 12

1 boy （　　　） あかちゃん

2 grandmother （　　　） おとうさん

3 mother （　　　） おんなのこ

4 grandfather （　　　） おんなのひと

5 man （　　　） おとこのひと

6 baby （　　　） あに・おとうと

7 woman （　　　） おかあさん

8 father （　　　） おとこのこ

9 people （　　　） おばあちゃん

10 girl （　　　） おじいちゃん

11 brother （　　　） あね・いもうと

12 sister （　　　） ひとびと



～英単語でポン～ Date:

23 Subjects Name:

かもく 10

1 home economics （　　　） しゅうじ

2 PE （　　　） しゃかい

3 social studies （　　　） おんがく

4 science （　　　） ずこう

5 calligraphy （　　　） こくご

6 Japanese （　　　） さんすう

7 math （　　　） たいいく

8 English （　　　） えいご

9 music （　　　） りか

10 arts and crafts （　　　） かていか



～英単語でポン～ Date:

24 Verbs 1 Name:

どうし 1 20

1 have （　　　） のむ

2 know （　　　） くる

3 jump （　　　） あげる

4 like （　　　） いく

5 look （　　　） とじる

6 live （　　　） だいすき

7 love （　　　） すき

8 give （　　　） きく

9 eat （　　　） もっている

10 open （　　　） つくる

11 go （　　　） たすける

12 close （　　　） かう

13 buy （　　　） しっている

14 help （　　　） あける

15 ask （　　　） りょうりする

16 make （　　　） とぶ

17 listen （　　　） みる

18 cook （　　　） たべる

19 drink （　　　） きく

20 come （　　　） すんでいる



～英単語でポン～ Date:

25 Verbs 2 Name:

どうし 2 20

1 teach （　　　） みる

2 see （　　　） すわる

3 walk （　　　） ねる

4 play （　　　） あらう

5 sing （　　　） いう

6 run （　　　） べんきょうする

7 sleep （　　　） はしる

8 speak （　　　） おしえる

9 want （　　　） しゃべる

10 wash （　　　） つかう

11 sit （　　　） てにとる

12 swim （　　　） とめる・やめる

13 stop （　　　） あるく

14 study （　　　） およぐ

15 watch （　　　） みえる

16 use （　　　） あそぶ

17 take  （　　　） ほしい

18 read （　　　） よむ

19 stand （　　　） うたう

20 say （　　　） たつ


