
I went to the park 公園 hospital 病院 bakery パン屋 zoo 動物園

～へ行った station 駅 building 建物 restaurant レストラン bookstore 書店

I like town 町 library 図書館 supermarket スーパー

city 市 stadium 球場 post office 郵便局

country 国 museum 美術館 gas station ガソリンスタンド

street 通り aquarium 水族館 fire station 消防署

bridge 橋 sea 海 police station 警察署

fireworks 花火 beach 海岸 countryside 田舎

Great Wall万里の長城 lake 湖 mountain 山

river 川

I went to school 学校

I  went  to Japan 日本 India インド Kenya ケニヤ

China 中国 Australiaオーストラリア Greece ギリシャ

I like Thailand タイ Korea 韓国 Russia ロシア

I  ate apple(s) リンゴ melon(s) メロン banana(s) バナナ carrot(s) 人参

tomato(es)トマト watermelon(s) スイカ grapes ぶどう

I like obento お弁当 chocolateチョコレート shaved ice かき氷 ice cream アイスクリーム

curry カレー

I saw

飯盛山

I enjoyed fishing つり hiking ハイキング

shopping 買い物 camping キャンプ

I like

I studied music 音楽 English 英語 home economics　家庭科

science 理科 P.E. 体育

I like calligraphy書写

I want a new violin a good watch a nice T-shirt

I want to

It was good 良い cold 寒い delicious 美味しい wonderful 素晴らしい

exciting ワクワクする hot 暑い fun 楽しい beautiful 美しい

nice ステキな cool カッコいい cute 可愛い great すごい

I can

skate スケートをする

amusement park　遊園地

swimming  pool　プール

pancake(s)パンケーキ

Word Treasure

食べた

France　　　フランス

Egypt　　　　エジプト

Finland　　　フィンランド

Fukushima prefecture  福島県 Aizu wakamatsu city　会津市

Inawashiro town　猪苗代町

convenience store　コンビニ

department store　デパート

barbershop 　床屋

flower shop 　花屋

beauty salon　美容室

～だった

Noguchi Hideyo museum　野口英世記念館

playing tennis 　テニスをする

Tsuruga  castle 鶴ヶ城

Sazae  hall　さざえ堂

Iimori mountainSamurai house　武家屋敷

playing soccer　サッカーをする

見た

arts and craft　図工

eat pizzaピザを食べたい eat bread　パンを eat dumpling　餃子を watch TV　テレビを観たい

～がほしいです

England (The U.K.) 　イギリス America (The U.S.A.) アメリカ合衆国

swimming  水泳

singing　　　歌うこと

math　　　算数

social studies　　社会 moral education　道徳

go to Italyイタリアに行きたい go to Franceフランスにgo to China　中国に play soccer　サッカーをしたい

a new CD

a cute cat a hot milk

勉強した

～が好きです

～が好きです

～が好きです

楽しんだ

～できる ski　　スキーをする

swim well　うまく泳げるrun fast　速く走るplay the piano ピアノを弾く

do kendo　　剣道をする


