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ユーザーフレーズ
あいさつ

Start Charpy
起動時

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

メニュー選択

Hello, Charpy.

Sing something for me.

やあ、 チャーピー。

歌

How are you?

Read me a story.

調子はどう？

物語

What's up?

Ask me a quiz.

なにかある？

クイズ

Say something.

I'm a copycat.

なにか言って。

ものまね練習

Hi!
やあ！
ユーザーフレーズ

Sound check.
発音チェック

Phrase Practice
キマリモンク

Tell me about you.
キミのこと教えて

Let's chat.
チャットルーム
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ユーザーフレーズ

Copycat
会話の流れ
Copycat!
コピーキャット！

Copycat time!
コピーキャットの時間だよ！

It's time for copycat!
コピーキャットの時間だよ！

Repeat after me.
リピートしてね。

Jacob

my mother

ジェイコブ

ボクの母

morning Jacob

is my mother

朝、 ジェイコブ

ボクの母です

Good morning, Jacob.

This is my mother.

おはよう、 ジェイコブ

こちらがボクの母です。

name

to school

名前

学校へ

your name

go to school

キミの名前

学校へ行く

What's your name?

I go to school.

キミの名前はなあに？

ボクは学校へ行きます。

a peach

the flamingo

桃（ もも）

そのフラミンゴ

have a peach

know the flamingo

桃（ もも） を持っている

I have a peach.

ユーザーフレーズ（フレーズ 1）

ボクは桃（ もも） を持っています。

a polar bear
The next one.

シロクマ

次にいくよ。

have a polar bear
シロクマを飼（ か） っている

Repeat after me.
リピートしてね。
ユーザーフレーズ（フレーズ 2）

The last one. Repeat after me.
これで最後。ボクのマネして言ってね。
ユーザーフレーズ（フレーズ 3）

I have a polar bear.
ボクはシロクマを飼（ か） っています。

Japan
日本

from Japan
日本の出身

I'm from Japan.
ボクは日本の出身です。

oranges
Wanna try more?

オレンジ

もっとやる？

like oranges

Try again?

オレンジが好き

もう１回やる？

I like oranges.
ボクはオレンジが好きです。

Try more?
もっとやる？

a penguin
Yes, please.
はい

No, thank you.
いいえ

ペンギン

is a penguin
ペンギンです

This is a penguin.
これはペンギンです。

Main Menu へ

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

そのフラミンゴを知っている

I know the flamingo.
ボクはそのフラミンゴを知っています。

hungry
腹ペコで

very hungry
とっても腹ペコで

I'm very hungry.
ボクはとっても腹ペコです。

happy
しあわせな

so happy
とってもしあわせな

I'm so happy.
ボクはとってもしあわせです。

friend
友だち

my friend
ボクの友だち

You're my friend.
キミはボクの友だちです。

hot dogs
ホットドッグ

eat hot dogs
ホットドッグを食べる

I eat hot dogs.
ボクはホットドッグを食べます。
他多数
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A

Apple

ユーザーフレーズ

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

afternoon

bag

午後

カバン

Good afternoon.

This is my new bag.

こんにちは。

Word
会話の流れ
It's time to learn words!
単語を学ぶ時間だよ！

Let's study words!
単語を勉強しよう！

Repeat after me.
リピートしてね。

It's the part of the day
between noon and evening.
これは、 1 日のうちの昼と晩の間のこと。

It's made of paper, plastic, or
cloth. You can use it to carry
things.

alphabet

これは、 紙やプラスチックや布でできていて、
ものを運ぶのに使うことができるよ。

アルファベット

I can read the alphabet.

Please answer this question.
この質問に答えてね。

Answer my question.
この質問に答えてね。
ユーザーフレーズ（単語）

Let's say the word one last time!
最後にもう一度、単語を言ってみようね！

バナナ

It's the letters of a language. It
starts with A and ends with Z.

I like eating bananas.
ボクはバナナを食べるのが好き。

これは、 表音文字のひとつで、 A で始まって、
Z で終わるものなんだ。

It's a yellow fruit. You peel
its skin when you eat it.
Be careful! The skin is very
slippery.

アリ

There are ants on my cake.
ボクのケーキの上にアリがいます。

It's a small insect that lives
in colonies underground. It
carries food to its house.
これは小さな昆虫で、 地下にあるコロニーと呼
ばれるところに住んでいるんだ。 食べ物を家ま
で運ぶんだよ。

apple
リンゴ

I have an apple.
リンゴをひとつ持ってるよ。

ユーザーフレーズ（単語）

Do you want to try more?
もっとやりたい？

It's a round fruit. It has red,
green, or yellow skin. If you
cut it, it's white inside.
これはまあるい果物。 赤や緑、 黄色の皮があ
るんだ。 切ってみると、 中は白いんだよ。

Wanna try more?
もっとやる？

baby

Try another one?

赤ちゃん

もっとやる？

The baby is crying.

Another one?
もっとやる？

Yes, please.
はい

No, thank you.
いいえ
Main Menu へ

banana

アルファベット読めるよ。

ant

ユーザーフレーズ（単語と例文）

これはボクの新しいカバンだよ。

その赤ちゃんは、 泣いているよ。

It's a very young child. She
can't say a word. She can't
walk. She doesn't eat any
food. She only drinks mom's
milk.

これは黄色い果物のこと。 食べるときには皮を
むくんだ。 気をつけて！皮はとてもすべりやすい
からね。

breakfast
朝食

I eat eggs for breakfast.
ボクは朝食に卵を食べます。

You eat lunch at noon, dinner
in the evening, and you eat
this in the morning.
キミは昼に昼食を食べて、 晩に夕飯を食べるよ
ね。 で、 朝にこれを食べるんだ。

camera
カメラ

I have a camera.
ボクはカメラを持っているよ。

It is used to take pictures.
When you use it, some people
say, "smile!"
これは写真を撮るときに使うもの。 これを使う
ときに「 スマイル！」 って言う人もいるよ。
他多数

とっても若い子供のこと。 その子は言葉も言え
ないし、 歩くこともできないし、 食べ物を食べ
ることだってできないんだ。唯一できることは、
ママのミルクを飲むことくらい。
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ユーザーフレーズ

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

Itsy-Bitsy Spider
小さなクモさん

Finger Family

Song
会話の流れ

指の家族

Five Little Monkeys
5 匹の子ザル
他追加予定

It's Singing Time!
歌の時間だよ！

I will sing you fun English songs.
楽しい英語の歌を歌ってあげる。

Let me sing you some fun songs.
楽しい歌を歌ってあげるよ。

Singing Time!
歌の時間！

Pick one.
ひとつ選んで。

Which one?
どれにする？

Which song?
どの歌？
ユーザーフレーズ（歌を選ぶ）

I hope you enjoyed the song.
楽しんでもらえたかな。

Another song?
もう 1 曲いく？

Another one?
もう 1 曲いく？

More songs?
もっと歌う？

Yes, please.
はい

No, thank you.
いいえ
Main Menu へ
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Itsy-Bitsy Spider

小さなクモさん

The itsy-bitsy spider went up the water spout.
小さなクモが雨どいを登っていると、

Down came the rain and washed the spider out
雨がポツポツ降ってきて、 小さなクモは押し流された。

Out came the sun and dried up all the rain
太陽が顔を出し、 雨がすっかり乾いたら

And the itsy-bitsy spider went up the spout again
小さなクモが顔を出し、 こりずに雨どい登っていった。
（ もう一度はじめから）

The Finger Family

指の家族

Daddy finger, daddy finger where are you? Here I am. Here I am. How do you do?
お父さん指、 お父さん指、 どこにいるの？

ここだよ！ここだよ！よろしくね。

Mommy finger, mommy finger where are you? Here I am. Here I am. How do you do?
お母さん指、 お母さん指、 どこにいるの？

ここだよ！ここだよ！よろしくね。

Brother finger, brother finger where are you? Here I am. Here I am. How do you do?
お兄さん指、 お兄さん指、 どこにいるの？

ここだよ！ここだよ！よろしくね。

Sister finger, sister finger where are you? Here I am. Here I am. How do you do?
お姉さん指、 お姉さん指、 どこにいるの？

ここだよ！ここだよ！よろしくね。

Baby finger, baby finger where are you? Here I am. Here I am. How do you do?
赤ちゃん指、 赤ちゃん指、 どこにいるの？

Five Little Monkeys

ここだよ！ここだよ！よろしくね。

5 匹の子ザル

Five little monkeys jumping on a bed, one fell down and bumped his head, Mom called the
Doctor and the doctor said, "no more monkeys jumping on a bed."
5 匹のサルがベッドの上でジャンプする。 ひとりが落ちて頭をゴツン！ママザルがお医者さんに電話をしたら、「 ベッドの上でジャンプはダメよ！」

Four little monkeys jumping on a bed, one fell down and bumped his head, Mom called the
Doctor and the doctor said, "no more monkeys jumping on a bed."
4 匹のサルがベッドの上でジャンプする。 ひとりが落ちて頭をゴツン！ママザルがお医者さんに電話をしたら、「 ベッドの上でジャンプはダメよ！」

Three little monkeys jumping on a bed, one fell down and bumped his head, Mom called the
Doctor and the doctor said, "no more monkeys jumping on a bed."
3 匹のサルがベッドの上でジャンプする。 ひとりが落ちて頭をゴツン！ママザルがお医者さんに電話をしたら、「 ベッドの上でジャンプはダメよ！」

Two little monkeys jumping on a bed, one fell down and bumped his head, Mom called the
Doctor and the doctor said, "no more monkeys jumping on a bed."
2 匹のサルがベッドの上でジャンプする。 ひとりが落ちて頭をゴツン！ママザルがお医者さんに電話をしたら、「 ベッドの上でジャンプはダメよ！」

One little monkey jumping on a bed, he fell down and bumped his head, Mom called the
Doctor and the doctor said, "no more monkeys jumping on a bed."
1 匹のサルがベッドの上でジャンプする。 ひとりが落ちて頭をゴツン！ママザルがお医者さんに電話をしたら、「 ベッドの上でジャンプはダメよ！」
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ユーザーフレーズ

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

Peach Boy
桃太郎

The Princess Kaguya

Story
会話の流れ
It's story time!
お話しの時間だよ。

Storytime! I will read you this
nice story.

かぐや姫

Taro Urashima
うらしま太郎

Little Red Riding Hood
赤ずきんちゃん
他追加予定

お話しの時間だよ。すてきな物語を読んであげる。

I will read you a very interesting
story.
とってもおもしろいお話を読んであげる。

Choose the story you like!
好きなお話しを選んでね。

Which one?
どれにする？

Pick the one you like.
どれでもいいよ。

Which story?
どのお話にする？

Pick one!
ひとつえらんで。
ユーザーフレーズ（物語を選ぶ）

Nice story!
楽しんでもらえたかな。

Very good story!
とってもいいお話だったね！

Another story?
別のお話も聞く？

Another one?
別のお話も聞く？

More stories?
もっと聞く？

Yes, please.
はい

No, thank you.
いいえ
Main Menu へ
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Peach Boy

桃太郎

One day, an old lady was washing clothes at a river. To her surprise, there was a very big
peach floating down the river. She took the peach home and showed it to her husband.
ある日のこと。 おばあさんは川でせんたくをしていました。 すると、 驚（ おどろ） いたことに、 大きな桃が川をくだって近づいてきました。 おばあ
さんは、 その桃を家に持って行って、 おじいさんに見せました。

The old man and the old lady cut the peach into half. There! A very young boy came out of
the peach! They named him "Peach Boy." Peach Boy grew up healthy and strong. One day he
said, "Grandpa and Grandma, there are demons living on the island, they do bad things to
people in the town. I will go to the island and fight them.".
おじいさんとおばあさんは、 その桃を半分に切りました。 するとどうでしょう！桃の中から、 とても若い少年が現れたのです！彼らは少年を「 桃
太郎」 と名づけました。 桃太郎は、 元気で強い子に育ちました。 そして、 ある日こう言いました。「 おじいさん、 おばあさん、 あの島に鬼が住
んでいて、 町の人々に悪いことをしているんだ。 ボクはあの島へ行って、 鬼と戦ってくるよ」

On the way to the island, Peach Boy made friends with a dog, a monkey, and a green
pheasant. They got to the island and fought with the demons together. Peach Boy and his
friends were very strong. The demons said "We are very sorry." and they ran away.
島へ行く途中で、桃太郎は、犬、サル、キジと友達になりました。 彼らは一緒に島へ行き、鬼と戦いました。 桃太郎たちはとても強かったので、
鬼たちは「 ごめんんっさい」 と言って、 逃げ出しました。

Peach Boy and his friends came back home with a lot of treasure. He and his grandpa and
grandma, they lived happily ever after.
桃太郎たちは、 たくさんの宝物を手に家へ帰りました。 桃太郎とおじいさん、 おばあさんは、 それからずっと幸せに暮らしました。

The Princess Kaguya

かぐや姫

An old man was cutting bamboo trees in the woods. He found one bamboo that was shining
brightly. The old man decided to cut the bamboo. To his surprise, a beautiful baby girl was
found inside the bamboo.
おじいさんが森で竹を切っていました。 おじいさんは、 竹のひとつがとても明るく光っているのを見つけました。 おじいさんはその竹を切ること
にしました。 すると、 驚（ おどろ） くべきことに、 中から美しい女の子の赤ちゃんが現れました。

The girl was raised by the old man and his wife. They named her "Princess Kaguya". As
Princess Kaguya grew up, she became more and more beautiful. All of the men in town
wanted to become her boyfriend.
その少女はおじいさんとおばあさんに育てられました。 彼らはその少女を「 かぐや姫」 と名づけました。 かぐや姫は、 成長するにつれ、 ますま
す美しくなりました。 町に住む男の人はみな、 かぐや姫の彼氏になりたがりました。

One day, her grandpa and grandma found Princess Kaguya crying sadly in her room. They
asked her why she was crying. She answered, "I like you very much and I want to live here
with you forever, but I have to go back to the moon. That's where I come from.
ある日、おじいさんとおばあさんは、部屋の中で、かぐや姫が悲しそうに泣いているのを見つけ、どうして泣いているのかたずねました。 すると、
かぐや姫はこう答えました。「 私はおじいさんとおばあさんのことが大好きです。 できればずっとここで暮らしたいのですが、 私は月へ戻らなけれ
ばなりません。 実は私は月から来たのです」

Her grandpa and grandma didn't want Princess Kaguya to go back to the moon, so they
asked some strong men to protect her. However, it was very bright one night. The moon
came down from the sky, and asked Princess Kaguya to go back to the sky together. Kaguya
thanked her grandpa and grandma and then went back into the sky with the moon.
おじいさんとおばあさんは、 かぐや姫を月へ返したくなかったので、 たくましい男の人たちに頼んで、 かぐや姫を守ってもらうことにしました。 し
かしある夜、 それはとても明るい夜でした。 空から月が下りてきて、 かぐや姫に空へ戻るようにお願いしました。 かぐや姫は、 おじいいさんとお
ばあさんにお礼を言うと、 月と共に空へと帰っていきました。
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Taro Urashima

うらしま太郎

A long time ago, there was a boy named Taro Urashima. One day he was walking down the
street and found a turtle being hurt by bad kids. Taro helped the turtle and the turtle went
back to the sea thanking Taro so much.
むかしむかし、うらしま太郎という名の少年がいました。 ある日、太郎が道を歩いていると、子どもたちにいじめられているカメを見つけました。
太郎はそのカメを助けてやりました。 カメは太郎に心からかんしゃして、 海にもどりました。

A few weeks later, Taro saw the turtle by the sea. The turtle said, "Mr. Urashima, I want to
thank you again for helping me. This time let me take you to Ryuuguu castle under the sea.
There, my friends will entertain you.".
数週間後、太郎は助けたカメにぐうぜん会いました。 すると、カメは言いました。「 うらしまさん、助けてくれたお礼がしたいのです。 竜宮城（ りゅ
うぐうじょう） にお連れしましょう。 私の友だちがあなたをおもてなしします。

Taro went there and had so much fun. "It was so much fun! Thank you!", Taro said. The
turtle took Taro back to the land and gave him a present before saying good-bye.
太郎はカメについていきました。 そして、 竜宮城で楽しい時間をすごしました。「 とても楽しかったよ。 ありがとう」 と太郎は言いました。 カメ
は太郎を陸まで送ると、 わかれる前にプレゼントをくれました。

Soon the turtle left, Taro opened the present. Smoke came out! Taro felt very tired and sat
by the sea looking at his reflection. He was very surprised because he became a very old
man!
カメが去るとすぐ、 太郎はそのプレゼントを開けました。 すると、 みるみるけむりが立ちあがったのです！太郎はたちまち大きなつかれを感じ、
岸にすわりこむと、 そこには自分のすがたがうつっていました。 太郎がおどろいたことといったら！そこにうつっていたのは、 なんと、 年をとったお
じいさんだったのです！

Little Red Riding Hood

赤ずきんちゃん

A girl in a red hood was walking to her grandma's house. Her grandma was very sick. She
got there and knocked on the door. "Who is it?" the voice from inside asked. "It's me, your
granddaughter." "Come inside.", the voice said.
赤ずきんちゃんは、 おばあさんの家へ向かっていました。 おばあさんはとても重い病気なのでした。 家につくと、 赤ずきんちゃんはドアをノックし
ました。「 だれだい？」 中から声がしました。「 わたしよ、 おばあさん」 と答えると、「 中へお入り」 と、 また声がしました。

She went inside. The grandma's face was covered with a sheet. Her grandma said, "Come
closer so that I can see your face." The girl went closer. Her grandma came out of the sheet.
It was not her grandma, it was a scary looking wolf!! "I was waiting to eat you!!", it said.
中へ入ると、 おばあさんの顔はシーツでかくれていました。「 近くへ来て、 顔をよく見せておくれ」 とおばあさんは言いました。 赤ずきんちゃんは
そばへ行きました。 すると、 おばあさんはシーツをはぎとりました。 そこにいたのは、 赤ずきんちゃんのおばあさんではありませんでした！おそろし
い顔つきのおおかみだったのです！！「 お前を食べたくて待っていたぞ！」

The next moment the girl was in the wolf's stomach. Her real grandma came back to the
house. In front of the house she found a wolf lying there with a big stomach. Also, there was
a red hood next to the wolf.
次のしゅんかん、 赤ずきんちゃんは、 すでにおおかみのおなかの中でした。 本物のおばあさんが家に帰ってきました。 家の前には、 大きなおなか
をしたおおかみが横になっているのが見えました。 そこには、 赤いずきんもいっしょに落ちていました。

Her grandma realized what was going on. She cut the wolf's stomach with a knife and
opened it. There was her granddaughter crying, "Grandma!". She became very happy. Her
grandma was also very happy and became well again.
おばあさんには、 なにが起きているのかすぐにわかりました。 ナイフでおおかみのおなかを切りさくと、 中をあけました。 すると、 そこには「 おば
あちゃん！」 と言って泣いている赤ずきんちゃんがいました。 赤ずきんちゃんはとてもうれしくなりました。 おばあさんもとてもよろこんで、 ふたた
び元気になりました。
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ユーザーフレーズ

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

Do you have any pets?
ペットを飼っていますか？

Uh-huh. I have a ladybug in my house. Her name is Lucy.
うん。 ボクは家でてんとう虫を飼ってるよ。 名前はルーシーっていうんだ。

Phrase Practice

Is this yours?
これはあなたのものですか？

Yes! It's the toy car I have been looking for! Thank you!

会話の流れ
Let's practice English phrases!
英語の決まりフレーズを練習しよう！

Phrase Practice!

そうだよ！ずっと探していたおもちゃの自動車なんだ！ありがとう！

Open your mouth.
口を開けて。

OK! You see? I'm not eating anything.

キマリモンクコーナー！

いいよ！ほらね？なんにも食べてないでしょ？

Repeat after me!

Can you speak Japanese?

ボクと同じことを言ってね！

あなたは日本語を話せますか？

Yes, but only a little. Sigh-keen-no wakai-mon wa.
うん、 でも少しだけだよ。 サイキンのワカイモンハ。

ユーザーフレーズ（フレーズ 1）

Number two!

他多数

ふたつ目！

Repeat after me!
ボクと同じことを言ってね！
ユーザーフレーズ（フレーズ 2）

Number three! The last one!
3 つ目！これで最後だよ！

Repeat after me!
ボクと同じことを言ってね！
ユーザーフレーズ（フレーズ 3）

Do you want to try more?
もっとやりたい？

Wanna try more?
もっとやる？

One more time?
もう 1 回やる？

Try again?
もう 1 回やる？

Do you want to try again?
もう 1 回やる？

Yes, please.
はい

No, thank you.
いいえ
Main Menu へ

Page 11

ユーザーフレーズ

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

Which is a snack: cookie or pajama?
お菓子はどっち？

クッキーとパジャマ。

A cookie is.
クッキーです。

Pajamas are.

Quiz
会話の流れ

パジャマです。

Which is an animal: zebra or library?
動物はどっち？

シマウマと図書館。

A zebra is.

It's quiz time!

シマウマです。

クイズの時間だよ！

A library is.

Quiz time!

図書館です。

クイズの時間だよ！

Which one can you eat? Cherries or a lunch box?
Number one!
1 番目！

食べられるのはどっち？

サクランボ、 それともお弁当箱？

cherries.
サクランボ。

ユーザーフレーズ（答えを言う）

a lunch box.
弁当箱。

The second one.
2 問目。

Number two!

Find the odd one out. Black sheep, tiger, computer.
仲間はずれはどれ？黒ひつじ、 トラ、 コンピュータ。

It's a black sheep.

ふたつ目！

それは黒ひつじです。

It's a tiger.

ユーザーフレーズ（答えを言う）

それはトラです。

It's a computer.

Get ready for the last one!

それはコンピュータです。

最後の問題だよ！

Number three. The last one!
3 つ目。これで最後だよ！
ユーザーフレーズ（答えを言う）

It's a fruit. It's red. It's made into ketchup. It's used for salad.
Its juice is very popular. Is this a peach or a tomato?
これはくだもの。 色は赤。 これはケチャップになるよ。 サラダに使われるよ。
このジュースも人気があるよ。 これは、 桃とトマト、 どっち？

It's a peach.
それは桃です。

Wanna try more?

It's a tomato.

もっとやる？

それはトマトです。

More quiz?
もっとクイズする？

Do it again?
もう 1 回する？

What do you say when someone gives you a special gift?
Are you all right? Or thank you?
だれかにすてきなプレゼントをもらったらなんて言う？「 だいじょうぶ？」「 ありがとう」 どっち？

Are you all right?

Yes, please.

だいじょうぶ？

はい

Thank you.

No, thank you.

ありがとう。

いいえ
Main Menu へ

他多数
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ユーザーフレーズ

・・・

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

What did you eat for breakfast?
朝ごはんになにを食べた？

Um, I had some tigers. Only joking! Hehe!
えっと、 ボクが食べたのはトラ。 冗談だよ！笑

Chat

How do I look?
私、 どう？

You look cool!

会話の流れ
Go on.

なんか、 かっこいいね！

Paper-rock-scissors

話してよ。

じゃんけんぽん。

Go ahead.

Paper-rock-scissors, one-two-three!

さ、話して。

Talk to me.
ボクに話しかけて。

Tell me.

じゃんけんぽん！

Paper.
パー。

I was paper too!

なにかお話して。

ボクもパー！

I'm listening.

We are tied! Let's do it one more time!

ボク、聞いてるよ。
ユーザーフレーズ

あいこだね！もう一回しよう！

Make a sentence.
文を作って。

My mom
ボクのママが

drank
飲んだのは

Tokyo sky tree
東京スカイツリーさ。 笑

Tell me about a dream that you had.
見たことのある夢を教えて。

I had a dream that I was a papaya.
I wonder what the dream meant…
自分がパパイヤになる夢を見たよ。 なにか意味があるのかなあ。

What do you like to do
なにをするのが好き？

I like to have a pizza night.
ボクが好きなのは、 ピザパーティをすること。
他多数
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ユーザーフレーズ
Long E Sound

※セリフや学習フレーズは変更となる場合があります。

Short I Sound

eat, feet.

six pigs

食べる、 足

6 ぴきのブタ

Pronunciation

free meat

drink milk

無料のお肉

牛乳（ ぎゅうにゅう） を飲む

会話の流れ

feel free

busy trip

ご自由に

いそがしい旅行（ りょこう）

green monkey

big gift

みどり色のサル

大きなプレゼント

lonely feeling

with my sister

さみしい気持ち

姉 / 妹といっしょに

sleeping donkey

give a kitten

ねているロバ

子ネコをあげる

peach leaf

king ship

桃（ もも） の葉っぱ

王さまの船

It's time to check your
pronunciation!
英語の発音チェックだよ！

Sound Check!
発音チェックコーナー！

Repeat after me!
ボクと同じことを言ってね！
ユーザーフレーズ（フレーズ 1）

Number two!
ふたつ目！
ユーザーフレーズ（フレーズ 2）

Number three. The last one!
3 つ目。これで最後だよ！
ユーザーフレーズ（フレーズ 3）

Do you want to try more?
もっとやりたい？

Wanna try more?
もっとやる？

One more time?
もう 1 回する？

team seal

fish stick

アザラシチーム

魚の棒（ ぼう）

family beach

insect singer

ファミリービーチ

昆虫（ こんちゅう） の歌手

sheep queen

spring ring

羊の女王さま

春の指輪（ ゆびわ）

green cheese

this system

グリーンチーズ

このシステム

pea street
豆の通り

jeep wheel

OO Sound
blue moon

ジープの車輪（ しゃりん）

青い月。

はい

leave key

cook food

No, thank you.

カギを置いておく

Yes, please.

いいえ

食べ物を料理する

foot book
Main Menu へ

足の本

wood spoon
木のスプーン。
他多数
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