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グルーピング×アウトプット

家族・親族といえば︖

例： お母さん
ヒントがあって初めて言えたものは
※印をつける

例： ※お母さん
└料理が上手な人

実際にデフサポちゃんが⾔えたものを、こちらのシートに書いてみましょ
う。
親御さんも⼀緒に考えてくださいね。
ヒントが有りで⾔えたものは⽶印をつけて、話したヒントを書いてみてく
ださい。書き上がったものはLINEやメールで共有してくださってもOKです。
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グルーピング×アウトプット

家族・親族といえば︖ヒントシート

【お母さん】
・お料理が上手
・僕／私を生んでくれた
・おっぱいをくれた
・お化粧する

【お父さん】
・お母さんといつもいっしょ

・高い高いしてくれる力持
ち
・朝でかけて夜帰ってくる

【おじいちゃん】
・お母さん／お父さんのお
父さん
・お休みのとき遊びに行く
・僕／私は孫
・お薬を飲んでいる

【おばあちゃん】
・お母さん／お父さんのお
母さん
・お料理が上手
・杖をついている
・○○を買ってくれた

【息子】
・お母さん／お父さんから
見た僕

・お母さんから生まれた男
の子供のこと

・おじいちゃん／おばあ
ちゃんから見たお父さん

【お姉ちゃん】
・僕／私と同じお母さんが
生んだ人

・僕／私よりはやく生まれ
た女の人
・お洋服をくれる
・たまに喧嘩する

【妹】
・僕／私と同じお母さんが
生んだ人

・僕／私よりあとに生まれ
た女の人

【いとこ】
・お母さん／お父さんの兄
弟の子ども
・僕／私と同じくらいの年
・○○に住んでいる

こちらはあくまでも例題です︕
家庭内で⾊々なヒントを出しながらたくさん思い出させてみましょう︕

2



2

オノマトペ

⾚ちゃんの動作のオノマトペ２（回答例）

こちょこちょ

ヨチヨチ

ビクッ

ちゅーちゅー

ぐちゃぐちゃ

もぐもぐ

スヤスヤ

シーシー
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絵カード説明

絵カードは4枚で1セットとします。
必ずしもやり⽅を踏襲する必要はなく、１枚の絵にもいろんな⾔い⽅があること
や話の流れを理解できるということが⽬標になります。

絵カードの進め⽅

カード１枚１枚を基に⾔い⽅を変えて話してみてくださ
い。⾔い⽅を変えることで様々な単語や動詞の活⽤系等
を教えていきます。Step 1

カード2〜3枚をつなげて、2枚をつなげる接続詞を教え
ていきます。
最初はA→B、B→C、C→Dと順にやってみてください。
その次はA→B→CとつなげることができればOKです︕

Step 2

カードを4枚つなげて、起承転結の⼀つのストーリーを
組み⽴てます。
⾃分⾃⾝でカードを並べるところからやらせてもよいで
しょう。

Step 3

カードを裏返しにして説明をさせたり、
本⼈⾃⾝に「どんな話だったか︖」を軽く説明させてい
きます。
最初はこちらも1枚のカードからスタートしてください。

Step 4

※基本的には流れにこだわりすぎず、お⼦様のその時のテンションや、
ことばの⼒、また家庭でのやりやすさに合わせて柔軟にご対応ください。
順番は１〜４のペースでできればよいですが、
１と４を並⾏してやっても構いません。⼀気に全部⾒てしまってもOKです。
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今⽉の絵カード

声掛け例

・デフサポちゃんは てんいんさんから あいすを かったよ。
・アイスクリームやさんで あいすを かってもらった。
・ デフサポちゃんは みどりいろの アイスを うけとっているね。
・あれ、となりには ほかのあじの あいすも あるね。
・このおみせは あかと みずいろの しましまの かんばんだ。
・デフサポちゃんは なんの あいすが すき︖ ママはねえ〜…
・アイスクリームやさんの おねえさんから あいすをもらった。

POINT︕
・なにいろの︖
・どんな味の︖
・何個︖
といった疑問詞や助数詞も⼊れつつ話を引き出してください。

単語

店員 アイスクリーム 受け取る

⼿渡し 看板 しましま
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今⽉の絵カード

声掛け例

・デフサポちゃんが あいすを もってにこにこしながら ⾷べようとしているね
・だーいすきな あいすを たべられるから とっても よろこんでいるよ
・おひさまが ぎらぎらしていて とってもあついみたいだね。
・なつみたいに あついひは あいすが おいしい︕
・まっちゃあじの あいすくりーむを りょうてで もってるね。
・おそとで あいすをたべようと しているね
・今からアイスを⾷べようとしているね
・デフサポちゃん はうれしそう︕

POINT!

単語

にこにこ 満⾯の笑み ワクワク

とても ぎらぎら さんさん

・どんな気持ちかな︖
・どこでたべているのかな︖

気持ちにフォーカスをあてていろいろと聞き出してみてください
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あてっこゲーム

とくちょうから 選ぼう

■問題⽂
①まるくて あかい くだものは どれ︖
②きいろくて ほそながい くだものはどれ︖
③ひょうめんに たねがついていて ぶつぶつしている くだものは どれ︖

みかん

ばなないちご

りんご
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ドリルワーク

塗り絵をしながら声掛けをしよう︕

遊びながら声掛けをしていきたいので
塗り絵を使って意識的な声掛け例を
インプットしていきたいと思います。

あめがパラパラふってるね

できる限り塗り絵などから
いろいろな声掛けをできるように
してみました︕
聞いてないようでも聞いているので
塗り絵をしながら、隣で
たくさん声掛けをしてみてください。

3匹のカエルが傘を
指しているよ

ぽつぽつ、
ざーざー、
ぱらぱら

今⼀番強い⾬は
どれかな〜︖

傘にあたったら
どんなおとがするかな
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ドリルワーク
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⽂法レッスン

ごはん よそう１

２

はな あげる。３

４

あかちゃん おむつを かえる。５

６

りふと のる。

こうえん あそぶ。

たこあげ あそぶ。

助詞のチェック（やり直し⽤）
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語彙チェック

知らない単語を⾒つけよう︕

©hanabana Inc. 2017

ことば かんじ いみ

341まんげつ 満⽉ まんまるになっている つき

342たすかる 助かる こまったことや あぶないことから にげられる

343あける 明ける よるがおわって たいようがのぼってくる

344いれる ⼊れる ものをそとからなかにうつす

345したう 慕う すきで いつもそばに いたいとおもう

346まんぞく 満⾜ おもったとおりになって うれしいきもちになること

347じゆう ⾃由 おもったとおりに できるようす

348はんせい 反省 じぶんがしたことが よいかわるいかを かんがえること

349しゃがれる かすれて がらがらしたこえになる

350ほ 帆 ふねのはしらにつけて かぜのちからで ふねをすすませ
るための おおきなぬの

351さなぎ 蛹 むしが こどもからおとなにかわるまえの からをかぶっ
ている すがた

352ちょきん 貯⾦ おかねをためること

353きごう 記号 あることを ひとにつたえるためのしるし

354つぶる 瞑る めをとじる

355にもつ 荷物 はこんだり おくったりするもの

356いっぱい あふれそうなくらいたくさん

357ゆき 雪 さむいときに そらからおちてくる しろくてつめたいも
の

358くに 国 にほん あめりか ちゅうごくなど せかいのなかにある
ひとつひとつのまとまり

359たすける 助ける てつだって らくにしてあげる

360しかくい 四⾓い とがったところが 4つあるようす
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想像したことを説明しよう

ストーリー作成

Letʻs Try! この⼥の⼈はどうしちゃったのかな︖
・⼥の⼈が⾜を怪我してしまったみたい。松葉杖※をついているね。
どうして怪我しちゃったんだろうね︖
（※松葉杖を知らないようであれば説明してあげましょう。）
→ジャングルジムから落ちたのかな︖
→⾞にひかれちゃったのかなあ、それともコケたのかな︖
→⾻が折れていたら⼤変だね。
（いろいろと説明できることがあるかとおもいます。）

・この⽩い包帯のことはなんていうか知っている︖
→ギプス
→固めていて、⾜が動かないようにするもの

・デフサポちゃんが、もし松葉杖をついている⼈に会ったらどうする︖
→松葉杖をついていると歩くのが⼤変だよね。
→しゃがむのも⼤変なんだよ︕だから落とし物をしてしまったときや、
地⾯にあるものは変わりに拾ってあげてもいいね。
→あとはどんなことができるかな︖
→エレベーターをゆずってあげる︕

・⼥の⼈はしんどそうだね。
→怪我をしたり、病気だったり、体が悪かったり、いろいろな⼈がいるか
らできることはどんどん助けてあげようね。

【単語】
松葉杖、病院、⾻折、⾜の⾻をおる、捻挫、くじく、怪我をする、痛い、
悲しい、落ち込む、がっくり、安静、
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ちがうことばにかえてみよう︕

ことばを使った説明聞いての⾳韻意識確認

「となり」の「と」を「かみ」に変えるとど
んなことばになる︖

「すいそう」の「すい」を「かい」に変える
とどんなことばになる︖

「ぎんメダル」の はじめのじから「゛」を
とるとどんなことばになる︖

「ふくろ」の さいごのじに「う」をつける
と、どんなことばになる︖

13


