
51 52 

54 53 

       
      

55 56 

57 58 

59 60 
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52 51 

O que ela está fazendo? O que ele está fazendo? 
Varrendo,limpar Dormindo 

54 53 

O que está fazendo?  O que está fazendo?  
Está chorando. Está rindo. 

56 55 

58 57 

60 59 

（Aponte o papai） （Aponte o vovô） 
Este é o papai. Este é o vovô. 
（Depois aponte a mamãe） （Depois aponte a vovó） 
Então, quem é essa? Então, quem é essa? 

（Aponte o menino） 
（Aponte a maçã pequena） Esse é um menino. 
Está maçã é pequena. 

（Depois aponte a menina） 
（Depois aponte a maçã grande） Então, quem é essa? 
Então, como é essa maçã. 

（Aponte o lápis curto） （Aponte a árvore baixa） 
Este lápis é curto. Esta árvore é baixa. 
（Depois aponte o lápis comprido） （Depois aponte a árvore alta） 
Então, como é esse lápis? Então, como é essa árvore? 
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62 61                   

                    

      

（Aponte o olho） 
O que é isso? 

63 64 

（Aponte o nariz） （Aponte a boca） 
O que é isso? O que é isso? 

65 66 

（Aponte a cabeça） （Aponte a barriga） 
O que é isso? O que é isso? 

67 68 

（Mostre as mãos） （Aponte o rosto） 
O que é isso? O que é isso? 

69 70     
 （Pegue a mão esquerda da criança） 

Esta é a mão esquerda 
（Depois pegue a mão direita da criança） 

Como se chama essa 
mão? 
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62 61 

64 63 

66 65 

68 67 

70 69 

（Aponte o menino que está com frio） 
（Aponte o olho） Este menino está com frio 

（Depois aponte o menino que está com 
calor） O que é isso? 
E este, o que está sentindo? 

（Aponte a boca） （Aponte o nariz） 
O que é isso? O que é isso? 

（Aponte a cabeça） （Aponte a barriga） 
O que é isso? O que é isso? 

（Aponte o rosto） （Mostre as mãos） 
O que é isso? O que é isso? 

（Pegue a mão esquerda da criança） 
O que aconteceu? Esta é a mão esquerda 

Machucou. （Depois pegue a mão direita da criança） 

Como se chama essa 
mão? 

Está saindo sangue. 
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71 72  

         

73 74 

75 76 

77 78 

79 80 
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72 71 

74 73 

76 75 

78 77 

80 79 

O que aconteceu? 
O que é isso?  A barriga dói. 
Remédio Está se sentindo mal. 

Que cor é essa? Que cor é essa? 
 Azul  Vermelho 

Que cor é essa? Que cor é essa? 
 Verde  Amarelo 

Aponte qual é a 
última criança.  

Que cor é essa? 
Preto 

Aponte qual é o balão 
que está no meio. 

Qual o formato desse desenho? 
 Redondo,circulo  
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81 82 

83 84 

85 86 

87 88 

89 90 

３ ５ 
８ １０

●●● ● ●
●●● ●  

● ● ● ● ●
● ●    
 

●●● ●  
     
 

● ●    
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82 81 

Qual o formato desse desenho? Qual o formato desse desenho?
Triângulo    Quadrado 

84 83 

86 85 

88 87 

90 89 

Quantas bolinhas tem? Quantas bolinhas tem? 
 ４ Quatro  ２ Dois 
  

Quantas bolinhas tem? Quantas bolinhas tem? 
 ９ Nove  ７ Sete 
  

Quantas bolinhas tem? Quantas bolinhas tem? 
 ５ Cinco  ３ Três 

Quantas bolinhas tem? Quantas bolinhas tem? 
 １０ Dez  ８ Oito 
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91 92 

93 94 

95 96 

97 98 

99 100 

PÉ GATO 

COLA MESA
O que você não gosta 
de comer? 

O que você gosta 
de comer? 

Você têm amigos? 
Do que você brinca 
com os seus amigos? 

Qual é o nome dos 
seus amigos? 

Escute com atenção e repita o que vou 
falar O que você fez depois 

que acordou hoje? Mamãe comprou maçã 
e laranja 
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92 91 

Leia esta palavra. Leia esta palavra. 
 Gato   Pé  

94 93 

Leia esta palavra. Leia esta palavra. 
 Cola   Mesa 

96 95 

O que você não gosta 
de comer? 

O que você gosta 
de comer? 

98 97 
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100 99 

Você têm amigos? 
Do que você brinca 
com os seus amigos? 

Qual é o nome dos 
seus amigos? 

Escute com atenção e repita o que vou 
falar O que você fez depois 

que acordou hoje? Mamãe comprou maçã 
e laranja 



語彙調査正誤表（語彙一覧） 
カリキュラム 

番号 カテゴリー 答え 正解例 不正解例 
関連項目 

1  名前  ～ちゃん（名字なし） 学校生活２自己紹介

指のみで示す 2  年齢  学校生活２自己紹介
間違った年齢を言う 

3 鉛筆 赤鉛筆  色鉛筆  学校生活５もちもの

4 けしごむ  ゴム 学校生活５もちもの

5 筆箱 ふでいれ 鉛筆の箱  かご 学校生活５もちもの

6 はさみ  切るもの 学校生活８道具 学校にある 

7 本   学校生活５もちものものの語彙 

8 机 おつくえ  テーブル  学校生活３座る 

9 いす おいす  学校生活３座る 

10 時計 腕時計  目ざまし時計 けいと 学校生活３座る 

11 電話（携帯電話） 携帯  学校生活５もちもの

12 かばん ランドセル  学校生活５もちもの
持ち物 

 

13 傘   学校生活５もちもの

14 めがね  めがけ 学校生活５もちもの

15 くつ おくつ  学校生活５もちもの

16 帽子 おぼうし  学校生活５もちもの

身につける

もの 

Ｔシャツ 体操服  17 服（シャツ）  学校生活９体のこと
お洋服 

18 犬  わんわん  絵本の読み聞かせ 

19 ねこ  にゃんにゃん 絵本の読み聞かせ 

20 うさぎ  おさぎ 絵本の読み聞かせ 

21 牛  もーさん 絵本の読み聞かせ 

22 象 ぞうさん  絵本の読み聞かせ 

23 蛙  けろっぴ 絵本の読み聞かせ 
生き物 

24 魚 まぐろ かつお   絵本の読み聞かせ 

25 へび   絵本の読み聞かせ 

26 せみ  蚊 絵本の読み聞かせ 

27 ちょう ちょうちょ  絵本の読み聞かせ 
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番号 カテゴリー 答え 
カリキュラム 

正解例 不正解例 
関連項目 

28 りんご   学校生活 11 給食 

29 いちご   学校生活 11 給食 

30 すいか  メロン 学校生活 11 給食 

31 ぶどう   学校生活 11 給食 食べ物 

32 にんじん   学校生活 11 給食 

33 きゅうり   学校生活 11 給食 

34 ごはん   学校生活 11 給食 

35 食器 さら おさら ちゃわん 学校生活 11 給食 

36 飛行機    

37 車(自動車） 自動車 ブーブー 学校生活 15 登下校 

38 自転車 マウンテンバイク バイク 学校生活 15 登下校 乗り物・交通 

39 船 ボート  ヨット  

40 信号   学校生活 15 登下校 

41 雨    

42 雪 雪だるま   

43 山    
天気・自然 

44 川    

45 トイレ   学校生活４トイレ 
場所 

46 階段    

47 食べる 食べとる  学校生活１１給食 

48 （手を）洗う   学校生活６指示語 

49 （本を）読む 見る 本 学校生活６指示語 

50 （字）を書く 勉強、宿題、お絵かき  学校生活６指示語 
動詞 

51 そうじする・掃く    学校生活１４掃除 

52 寝る お昼寝   

53 泣く   学校生活１０気持ち 
感情 

54 笑う   学校生活１０気持ち 

55 おかあさん ママ かあちゃん 女の人 学校生活２自己紹介 

56 おばあさん ばあちゃん おばさん 学校生活２自己紹介 家族・人物 

57 女の子 女 女子  学校生活２自己紹介 
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番号 カテゴリー 答え 
カリキュラム 

正解例 不正解例 
関連項目 

でかい  58 算数３比較 大きい  
でっかい 

59 長い  大きい でかい 算数３比較 

60 高い  
大きい でかい 

長い 
算数３比較 

形容詞 

61 暑い    

62 目  めめ おめめ 学校生活９体のこと 

63 口 おくち  学校生活９体のこと 

64 鼻 おはな  学校生活９体のこと 

65 おなか・腹 おへそ からだ  学校生活９体のこと 

66 頭 髪の毛  学校生活９体のこと 体の部位 

67 顔 お顔  学校生活９体のこと 

68 手  おてて 学校生活９体のこと 

69 右・右手   学校生活９体のこと 

怪我をした  70  学校生活９体のこと 怪我をした（血が出た）
切れた 傷  

71 おなかが痛い・苦しい 病気・気持ちが悪い  学校生活９体のこと 
体調 

72 薬    学校生活９体のこと 

73 赤  ピンク 算数１分類 

74 青  水色 算数１分類 色 

75 黄色   算数１分類 
 

76 緑 黄緑  算数１分類 

 

 

77 黒   算数１分類 

78 一番後ろの子どもを指す   算数４位置 
位置 

79 真ん中の風船を指す   算数 4位置 

80 丸  ボール 算数２形 

81 三角 三角形 おにぎり 算数２形 形 

82 四角 四角形  算数２形 

83 ２（数を数える） ふたつ 二個 にくつ 算数７・８数 

84 ４（数を数える） よっつ 四個  算数７・８数 数を数える 

85 ７（数を数える） ななつ 七個  算数７・８数  

86 ９（数を数える） ここのつ く 九個   算数７・８数 

87 ３（数字を読む）   算数７・８数字 

88 ５（数字を読む）   算数７・８数字 

89 ８（数字を読む）   算数７・８数字 

数字を数え

る 

90 10（数字を読む）   算数７・８数字 
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番号 カテゴリー 答え 正解例 不正解例 
カリキュラム 

関連項目 

91 あし   ひらがなの読み 

92 ねこ   ひらがなの読み 

93 のり   ひらがなの読み 

94 

ひらがな 

清音の読み 

つくえ   ひらがなの読み 

95 好きな食べ物は何ですか    

96 嫌いな食べ物は何ですか 嫌いな食べ物がない 
好きな食べ物と

同じ 
 

97 
お友だちはいますか。お

友だちの名前を教えてく

ださい 

   

98 
 

お友だちと何をして遊び

ますか 
   

99 

会話 

今日、朝おきてから何を

しましたか 
時間の順に話ができる   

100 文の復唱 
おかあさんは、りんごと

みかんをかいました 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


