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ゲーム 1

Ge-mu ichi

[PEOPLE]
ひと 
Hito

LET'S SAY IT !
いってみよう！ 
Itte miyou! P E O P L E

LET ' S   SAY IT  THREE TIMES!

GUESS THE LETTER!
もじをあてよう！ 
Moji wo ateyou!

3回いってみよう 
San-kai itte miyou

REPEAT AFTER ME.
せんせいのいったことをくりかえそう。 

Sensei no itta koto wo kurikaesou. P + E + O + P + L + E
What's missing?

なにがはいるかな？ 
Nani ga hairu kana?

P _E _ P _L+ + + + +

p e o p l e   
       p e o p l e   
       p e o p l e   
       

[PI-POL]



LET'S MEET SOME PEOPLE!
いろんなひとをみてみよう 
ironna hito wo mite miyou

policeman
けいさつかん 
Keisatsu kan

He is a policeman. 

He protects people.
かれは、けいさつかんです。 
みんなをまもります。 
kare wa keisatsu kan desu. 
Minna wo mamorimasu.

teacher
せんせい 
sensei

She is a teacher. 

She teaches students.
かのじょは、せんせいです。 

せいとにおしえます。 
kanojo wa sensei desu. 

seito ni oshiemasu.

fireman
しょうぼうし 
Shou bou shi

He is a fireman. 

He saves people.
かれは、しょうぼうしです。 

みんなをまもります。 
kare wa shouboushi desu. 
Minna wo mamorimasu.



doctor
いしゃ 
isha

She is a doctor. 

She heals people.
かのじょは、いしゃです。 

みんなのびょうきをなおします。 
kanojo wa isha desu. 

Minna no byouki wo naoshimasu.

waiter
ウェイター 

weita-

He is a waiter. 

He takes orders.
かれは、ウェイターです。 
ちゅうもんをとります。 

kare wa weita- desu. 
Chumon wo torimasu.

LET'S PLAY!
やってみよう！ 
Yatte miyou!

Tell me who these are!
これはだれかな？ 

Kore wa dare kana?

Is he a policeman? If NO, clap TWICE.

If YES, clap ONCE.
「はい」なら、いっかいてをたたこう。 
Hai nara, Ikkai Te wo Tatakou.

「いいえ」なら、にかいてをたたこう。 
iie nara, Nikai Te wo Tatakou.

かれは、けいさつかん？ 
kare wa keisatsu kan ?



Is she a teacher?
かのじょは、せんせい？ 

kanojo wa sensei ?

If YES, clap ONCE.
「はい」なら、いっかいてをたたこう。 
Hai nara, Ikkai Te wo Tatakou.

If NO, clap TWICE.
「いいえ」なら、にかいてをたたこう。 
iie nara, Nikai Te wo Tatakou.

Is he a fireman?
かれは、しょうぼうし？ 
kare wa shouboushi?

If YES, clap ONCE.

If NO, clap TWICE.
「いいえ」なら、にかいてをたたこう。 
iie nara, Nikai Te wo Tatakou.

「はい」なら、いっかいてをたたこう。 
Hai nara, Ikkai Te wo Tatakou.

Is she a doctor?
かのじょは、いしゃ？ 

kanojo wa isha ?

If YES, clap ONCE.
「はい」なら、いっかいてをたたこう。 
Hai nara, Ikkai Te wo Tatakou.

If NO, clap TWICE.
「いいえ」なら、にかいてをたたこう。 
iie nara, Nikai Te wo Tatakou.

Is he a waiter?
かれは、ウェイター？ 

kare wa weita- ?

If YES, clap ONCE.
「はい」なら、いっかいてをたたこう。 
Hai nara, Ikkai Te wo Tatakou.

If NO, clap TWICE.
「いいえ」なら、にかいてをたたこう。 
iie nara, Nikai Te wo Tatakou.



WHAT'S THE RIGHT ANSWER?
だれかな？ 

Dare kana ？

Who protects people?

policeman teacher waiter

Who teaches students?

firemanteacher doctor

Who saves people?

waiter

みんなをまもるのはだれ？ 
Minna wo mamoru nowa dare ?

けいさつかん 
Keisatsu kan

せんせい 
sensei

ウェイター 
weita-

せいとにおしえるのはだれ？ 
Seito ni oshieru nowa dare ?

せんせい 
sensei

しょうぼうし 
Shou bou shi

いしゃ 
isha

みんなをたすけるのはだれ？ 
minna wo tasukeru nowa dare?

ウェイター 
weita-

teacher
せんせい 
sensei

fireman
しょうぼうし 
Shou bou shi



Yoku dekitane! Kyou wa arigatou. Bai bai!

Good job! Thanks for today. Bye!
よくできたね！今⽇はありがとう。ばいばい！

Who heals people?

policeman
けいさつかん 
Keisatsu kan

doctor
いしゃ 
isha

waiter
ウェイター 

weita-

Who takes orders?

みんなのびょうきをなおすのはだれ？ 
Minna no byouki wo naosu nowa dare?i

ちゅうもんをとるのはだれ？ 
Chumon wo toru nowa dare ?

doctor waiter fireman
いしゃ 
isha

ウェイター 
weita-

しょうぼうし 
Shou bou shi


