
調べてみよう！　シールのイラスト説明（１）
だるま（達磨）：縁起が良いとされる日本の置物。達磨大師の座禅姿を模して作られた。

みかん（蜜柑）：日本の冬の果物。日本で収穫される柑橘類のうち、温州みかんが最も多い。

ゆきだるま：雪を固めて丸く作る雪像。日本では二段が多いが、西洋では三段のものが多い。

たい（鯛）：「めでたい」につながることから縁起が良いとされている魚。祝い膳に尾頭付きで用いられることが多い。

はくさい（白菜）：冬の野菜で、鍋の具の定番。寒いと甘みが増す。

かがみもち（鏡餅）：日本の伝統で、丸い餅を使用する正月飾り。三方に半紙を敷き、その上に裏白を載せ、大小二つの餅を重ね、その上に

　　　　　　　　　  干し柿や橙、昆布などを飾る方法があるが、地域によって様々。

やっこだこ（奴凧）：奴が筒袖を着て、左右に両手を広げた形の凧。奴とは、武士が出かけるときの荷物持ちなどの、雑務をこなしていた人。 

おでん：鰹節と昆布でとった出汁に味を付け、色々な具を入れて長時間煮込んだ煮物料理の一種。家庭料理の他、屋台や専門店、コンビニエンスストア、

　　　　日本料理店のメニューにまで、広く扱われている。

かに（蟹）：頭胸部に五対の歩脚があり、前端の一対をはさみとする甲殻類の生物。横歩きだけでなく、前歩きや後ろ歩きをする種類もある。

せつぶん（節分）：立春の前日（二月三日頃）。「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆を撒いて、年齢の数だけ豆を食べ、厄除けを行う。

ねこのひ（猫の日）：二月二十二日。猫の鳴き声「にゃん にゃん にゃん」と日本語の「2 2 2」の語呂合わせにちなんで1987年に制定された。

うぐいす（鶯）：「ホーホケキョ」の鳴き声で春先を告げる鳥。「春告鳥」などの別名がある。

バレンタイン：二月十四日、大切な人に想いを伝えたり、プレゼントを贈ったりする日。元々はキリスト教圏の祝い。

チューリップ：黄・白・赤・紫色などの花を開く。ウコンのような埃臭いことに由来する「鬱金香」という和名がある。

はまぐり（蛤）：丸みのある三角形で、殻長8 センチメートルくらいの二枚貝。同一個体の貝殻同士でなければぴったりかみ合わない。

ひなまつり（雛祭り）：三月三日、子どもに災いが降りかからない様にという家族の願いや、人生の幸福が得られるようにという気持ちを込めて雛人形を

　　　　　　　　　　  飾り祝う、日本の伝統行事。

ひなにんぎょう（雛人形）：飾り方の種類に「段飾り」「出飾り」「親王飾り」がある。

さんしょくだんご（三色団子）：ピンク・緑・白の団子を串に刺したもの。団子の色にはそれぞれ意味があるため、上からピンク、白、緑と決まっている。

さくら（桜）：春を象徴する花。入学時に花が咲くので、入学式を演出するために多くの学校に植えられている。

ホワイトデー：三月十四日、バレンタインデーの贈り物のお返しをする日。「友チョコ」や「自分チョコ」などバレンタインデーの多様化に伴い、

　　　　　　　ホワイトデーも贈る物や相手が変化している。

さくらもち（桜餅）：桜の葉で餅菓子を包んだもの。関東と関西で形が異なる。

シロツメクサ（白詰草）：葉は三枚、花は白い小花を密集して付ける。漢字の「白詰草」は、ガラス製品の包装に緩衝材として詰められていたことに

　　　　　　　　　　　  由来する。

うさぎ（兎）：耳が長い動物。生命の復活と繁栄を祝うイースターのシンボルとなっている。

さくらんぼ（桜桃）：桜の果実。桜の実という意味の「桜の坊」と呼ばれていたものが変化し、さくらんぼとなった。

さやえんどう：エンドウの若いさやを食用とする場合の呼び方。その未熟な実をグリーンピース、成熟した実をえんどう豆と言う。

イースター：それぞれに意味のある絵柄と色でカラフルにペイントされたたまごをイースターエッグという。生命の始まりや復活の象徴。

いちご（苺）：食用の赤い実ができる植物。日本で果実は「木」になる物であり、畑で作る草本類を野菜と定義しているため、農林水産省の分類では

　　　　　　  野菜だが、市場では果物として扱われている。

しょうぶ（菖蒲）：五、六月頃、紫・白色・絞りなどの大きな花を開く。あやめ ・かきつばたと似ているが、花びらの付け根にある黄色の筋で見分ける。

そらまめ（空豆）：マメ科の野菜。ヒトの腎臓はそら豆の種子のような形をしていると言われている。

こどものひ（子供の日）：五月五日、鯉の滝のぼりにちなみ、出世を祈って庭先に鯉のぼりなどを飾り祝う、日本の伝統行事。

こいのぼり（鯉のぼり）：真鯉（黒い鯉）、緋鯉（赤い鯉）、青鯉や、近年では紫やピンクなどの鮮やかな子鯉も普及し、家族を表している。

ごがつにんぎょう（五月人形）：男児の将来の無事の成長を祈って飾る武者人形。鎧、兜、刀、金太郎などを模したものもある。

カーネーション：花色は赤の他、白色などがある。赤いカーネーションの花言葉は「母への愛」「母の愛」など。

かしわもち（柏餅）：餅に餡をはさんで二つ折りにし、カシワの葉で包んだ和菓子。カシワの葉は新芽が育つまでは古い葉が落ちないことから

　　　　　　　　　  「子孫繁栄」の縁起をかついだもの。

かわせみ（翡翠）：鮮やかな青色の体と長いくちばしが特徴の鳥。青色は羽毛にある微細構造により光の加減で青く見える。

メロン：実は薄い緑色で、果肉は甘く、芳香がある植物。茨城県は連続で出荷量日本一を誇っている。

かつお（鰹）：体が紡錘形の魚。夏の到来を告げるその年初めてのカツオの水揚げを「初鰹」と呼ぶ。

あまぐ（雨具）：雨の日に体が濡れたり、体温が奪われたりするのを防ぐもの。長靴・レインコート・傘など。昔は菅笠・蓑などがあった。

えび（海老）：主に食用にされる甲殻類の生物。クルマエビ、ブラックタイガー、サクラエビ、シラエビ、スジエビなどの種類がある。

みなづき（水無月）：白いういろうの上面に甘く煮た小豆をのせ、三角形に切り分けた京都市発祥の和菓子。三角形に切ったういろうは、

　　　　　　　　　  平安時代の暑気払いをする風習の氷をかたどったものや、小豆の赤い色に厄除けの意味があるなどと言われている。

あじさい（紫陽花）：初夏、薄い青色から薄い紫色に変わる小花が、球状に集まって咲く花。咲き始めの頃は白っぽく、次第に色が変わっていくことから

　　　　　　　　　  「七変化」とも呼ばれる。

　　　　　   　  　　　　　   えんぎ 　     よ 　　　　　　　        にほん　   おきもの       だるま だいし       ざぜんすがた      も　　       つく

　　　　　　　  　　　　に ほん　  ふゆ　 くだもの　　に ほん　しゅうかく　　　　かんきつるい　　　　　　うんしゅう　　　　　  もっと　おお

　　　　　　　　　　 ゆき　   かた　　　まる　   つく　 せつぞう　   に ほん　　　  に だん　   おお　　　　   せいよう　　   さんだん　　　　　　   おお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 えん ぎ　　  よ　　　　　　　　　　　　さかな　いわ　  ぜん　 おかしら つ　　　  もち　　　　　　　　　　　　 おお

　　　　　　　　　　　　　　　ふゆ　  やさい　　　   なべ　   ぐ　　ていばん　  さむ　　　あま　　　   ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　に ほん　  でんとう　　　まる　 もち　    し  よう　　  しょうがつ   かざ　   　 さんぽう　  はんし　　  し　　　　　　　 うえ　 うらじろ　　の　　　  だいしょうふた　　   もち　   かさ　　　　　　  うえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほ　   がき  だいだい  こんぶ　　　　　   かざ　  ほうほう　　　  　　　　　ちいき　　　　　　　さまざま

　　　　　　　　　　　　　　　　 やっこ   つつそで　    き　　　　さゆう　  りょうて　  ひろ　　　かたち　たこ　やっこ　　　　     ぶ  し　　  で　　　　　　　　　　　 に もつ も　　　　　　　　　 ざつ む　　　　　　　　　　　　ひと

　　　　　　  かつおぶし　こんぶ　　　　　　　   だ し　　  あじ　   つ　　　   いろいろ　   ぐ　　  い　　　    ちょうじかん に  こ　　　　にものりょうり　  いっしゅ　  かていりょうり　  ほか　  や たい　  せんもんてん

　　　　　　　 にほんりょうりてん　　　　　　　　　　　　　　　 ひろ　あつか

　　　　　　　　　 とうきょうぶ　   ご つい　  ほきゃく　　　　　　  まえはし　いっつい　　　　　　　　　　　  こうかくるい　せいぶつ　 よこある　　　　　　　　　　　   まえある　　　うし　  ある　　　　　　  しゅるい

　　　　　　　　　　　　　　 りっしゅん  ぜんじつ　　に がつ みっかごろ　　　 おに　 そと　　ふく　うち　　　 こえ　　だ　　　　　　     ふくまめ　  ま　　　　　   ねんれい　かず　　　 まめ　　た　　　　やく よ　　　 おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　   にがつにじゅうに にち　  ねこ　   な　　ごえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に ほん ご　　　　　　　　　　　  ご   ろ   あ　　　　　　　　　　　　　　　　　 ねん　 せいてい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 な　　ごえ　 はるさき　    つ　　　  とり　　 はるつげどり　 　　　　　  べつめい

　　　　　　　　　　　　にがつじゅうよっか　  たいせつ　ひと　　おも　　   つた　　　　　　　　　　　　　　　　　 おく　　　　　　　　   ひ　　もともと　　　　　　　　きょうけん   いわ

　　　　　　　　　　　　  き　　しろ　  あか　むらさきいろ　　　 はな　  ひら　　　　　　　　　　　　　　　 ほこりくさ　　　　　　 ゆ らい　　　　　 うこんこう　　　　　　　 わ めい

　　　　　　　　   　　　　まる　　　　　　  さんかくけい　　    かくちょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　 に まいがい　 どういつこたい　   かいがらどうし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   あ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さんがつみっか　　 こ 　　　  　 わざわ　　　ふ　　　　　　　　　　   よう　　　　　　　かぞく　   ねが　　　　　 じんせい　 こうふく  　え　　　　　　　　　　　　　　　　  き   も　　　　 こ　　　ひなにんぎょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かざ　  いわ　  　　 に  ほん　 でんとうぎょうじ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かざ　  かた　 しゅるい　　　だんかざ　　　　 で かざ　　　  しんのうかざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みどり   しろ　   だんご　   くし　　さ　　　　　　　　　 だん ご　   いろ　　　　　　　　　　   い   み　　　　　　　　　　うえ　　　　　　　　　  しろ　みどり　き

　　　　　　　　　　　 はる　しょうちょう　  はな　 にゅうがくじ　 はな　   さ　　　　　　　にゅうがくしき　えんしゅつ　　　　　　　   おお　　　 がっこう　  う

　　　　　　　　　　　　さんがつじゅうよっか　　　　　　　　　　　　　　　　    おく　  もの　　　 かえ　　　　　　　 ひ　　　とも　　　　　　　　　　  じ ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たよう  か　  ともな

　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　   おく　 もの　　あいて　　へんか

　　　　　　　　　　　　　　　　さくら　  は　   もち  が  し　　つつ　　　　　　　　  かんとう　 かんさい　 かたち   こと

　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　   は　   さんまい　はな　 しろ　   こ ばな　 みっしゅう　　    つ　　　　　かんじ　　    しろつめくさ　　　　　　　　   せいひん　  ほうそう　かんしょうざい　　　　つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ゆ  らい

　　　　　　　　　　　 みみ　 なが　  どうぶつ　  せいめい　ふっかつ　 はんえい　 いわ

　　　　　　　　　　　　　　　    さくら　 かじつ　   さくら　み　　　　　　 い  み　　　 さくら　 ぼう　　　  よ　　　　　　　　　　　　　　 へん か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   わか　　　　　　  しょくよう　　　　 ば  あい　　よ　　かた　　　　　  みじゅく　 み　　　　　　　　　　　　　　　　せいじゅく　　  み　　　　　　　　　まめ　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   い  み　　　　　　え がら　 いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  せいめい　  はじ　　　　   ふっかつ   しょうちょう

　　　　　　 　　　　  しょくよう        あか　　み　　　　　　 しょくぶつ　   に ほん　　か じつ　　　  き　　　　　　　 もの　　　　　  はたけ　つく　 そうほんるい　  やさい　　てい ぎ　　　　　　　　　　　    のうりんすいさんしょう    ぶんるい

　　　　　　　　　　　   や さい　　　　　しじょう　　   くだもの　　　　　あつ

　　　　　　　　　　　　　　　 ご　　ろくがつごろ むらさき しろいろ　 しぼ　　　　　　　おお　　　はな　  ひら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　    はな　　　　     つ　　  ね　　　　　   きいろ　　すじ　    み  わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   か　　や  さい　　　　　　　じんぞう　　　      まめ　   しゅ し　　　　　　   かたち　　　　　　　　　　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ご がつ いつか　　こい　   たき　　　　　　　　　　　　　  しゅっせ　 いの　　　にわさき　  こい　　　　　　　　　　かざ　   いわ　　　  に ほん　 でんとうぎょうじ　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まごい　   くろ　  こい　　  ひ ごい　   あか　 こい　     あおごい　　   きんねん　　  むらさき　　　　　　　　　　    あざ　　　　　  こ ごい　  ふ きゅう　　　 か ぞく　 あらわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   だんじ　  しょうらい　 ぶ  じ　　せいちょう   いの　　　 かざ　  むしゃにんぎょう    よろい     かぶと      かたな　  きん たろう　　　　　   も

　　　　　　　　　　　　　   はないろ　 あか　  ほか　  しろいろ　　　　　　　　　    あか　　　　　　　　　　　　　　　   はなことば　　　  はは　　　 あい　　 はは　  あい

　　　　　　　　　　　　　　　　  もち　  あん　　　　　　　　  ふた　　お　　　　　　　　　　　　　　  は　　つつ　　　  わ   が   し　　　　　　　　　  は　　しん め　　そだ　　　　　　   ふる　　は　　 お

　　　　　　　　　　　　　　　　　   し そんはんえい　　　えんぎ

　　　　　　　　  　　　　　　あざ　　　　　あおいろ　からだ　なが　　　　　　　　　　とくちょう   とり　  あおいろ　  う もう　　　　　  びさいこうぞう　　　　  ひかり　 か げん　   あお　　み

　　　　　　　  み　　うす　みどりいろ　　     か  にく　  あま　　　 ほうこう　　　　 しょくぶつ　いばらきけん　れんぞく     しゅっかりょうにほんいち　 ほこ

　　　　　　　　　　　からだ   ぼうすいけい  さかな　なつ　 とうらい　   つ　　　　　　　 としはじ　　　　　　　　　　　　みず あ　　　　  はつがつお　　　 よ

　　　　　　　　　　　　　あめ　　ひ　  からだ　  ぬ　　　　　　　 たいおん　うば　　　　　　　　　　　　　   ふせ　　　　　　  ながぐつ　　　　　　　　　　　　　   かさ　　　　   むかし  すげがさ　  みの

　　　　　　　　　　　  おも　しょくよう　　　　　　こうかくるい　せいぶつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   しゅるい

　　　　　　　　　　　　　　　　  しろ　　　　　　　　　   じょうめん     あま　　に　　 あ ずき　　　　　　   さんかくけい　  き　　  わ　　　   きょうとしはっしょう　    わ   が  し　　さんかくけい　 き

　　　　　　　　　　　　　　　　　へいあんじだい　  しょき ばら　　　　　　 ふうしゅう  こおり　　　　　　　　　　　　　　　　　あずき　   あか　  いろ　  やく よ　　　　 い  み　　　　　　　　　　　 い

　　　　　　　　　　　　　　　　   しょか　　うす　   あおいろ　　　  うす　 むらさきいろ    か　　　　 こ ばな　　   きゅうじょう     あつ　　　　　  さ　　はな　　さ　　はじ　　　 ころ　  しろ　　　　　　   し だい　   いろ　 かわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　  しちへんげ　　　　　   よ



調べてみよう！　シールのイラスト説明（２）
　　　　　   　  　　　　はっこう　　　　　　　　   し　　　　　こんちゅう   ふく ぶ　   はっこうき　　 も　　　  はっこうそう　 はんしゃそう　 つか　　　ねつ　   だ　　　　　  はっこう

　　　　　　　　　　　　　　   しちがつなの か　 よる　  ねが　  ごと　   か　　　   たんざく　 かざ　　　 ささ　　は　　　　　　　　　 ほし　　　いの　　　　　　しゅうかん　　　　 ぼし　　お　　ひめ　  あま　 がわ　　　　　　　　 もっと　ひか

　　　　　　　　　　　　　　    かが　　　  み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　ひ　　かんが　　　　　   ちゅうごく　い　    つた

　　　　　　　　　　　　あか　　きいろ　　しろ　　　　　　　　　　　　　　　  いろ　　  げんしょく   あざ　　　　   はないろ　 みりょく　しょくぶつ　 なんごく　　　　　　　　　  しょくぶつ　　　　  した

　　　　　　　 　　　　　     み　　おお　　　きゅうけい　だえんけい　　   か  にく　 みず　  おお　   ふく　　　あま　　あか　　き　　　　　  いろ　　　　　　　　　　　せかいせいさんりょう　　　  もっと　おお　　　ちゅうごく せいさん

　　　　　　　　　　　　　 ぎゅうにゅう　　　げんりょう　　   ひ　　　　　　　　    くう き　　 ふく　　　　　　 かくはん　　　　　　　　　   じょう　　　　  こお　　　　　  か   し　　  に ほん　　   にゅうこけいぶん およ　 にゅうしぼうぶん

　　　　　　　　　　　   　   もっと     たか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さんしゅるい　  あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 るい　　　　い

　　　　　　　はな　　きいろ　　　   み　　あか　きゅうじょう　 しょくぶつ     りょくおうしょくやさい　 いっしゅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふく　　　　　　　　　　　　　  ゆうめい

　　　　　　　　　　　　 にく　  や  さい　　　　　  や　　　　  た　　　  りょうり　  じ か び や　　　  くんせい　　　　　　　　　　  　   た さい　 ちょうりほうほう

　　　　　　　　　　　　　　すいじょう　  う　　　　　　　　　 し  よう　　　 おも　　　　　　　　じょう　　　　   う　      ぐ　　ゆうえい　 きゅうじょ　　　  もち

　　　　　　　　　    な　  こんちゅう　ひと　　　　　　　   せいちゅう　ふくぶ　　　 はつおん きかん　   はったつ　　　  な　　　　　　　　　  よ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  し

　　　　　　　　　　　　　  ひばな　   いろ　けいじょう   おと　　　　   たの　　　　　　　　　ひ ばな　  いろ　　　　　　　　　　　　きんぞく　えんしょくはんのう　 り よう　　　　　　　　　ま　　  あ　　　　　  きんぞく　 しゅるい

　　　　　　　   　　　　　さまざま  　いろ あ　　　    ひ ばな　    だ

　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　あたま　さき　  おお　　　あご　　も　　こんちゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   し

　　　　　　　　　　　　  に ほん う　　　　　　 か  し　　えんにちやたい　 しょうひん　　　　  う　　   だ

　　　　　　　　   　　　　　　　   たいよう　ほう　　む　　　　 さ　　 はな　 はなびら　 おお　　　  ひと　　　はな　　　　　　　 み　　　　　　　じっさい　　たすう　　はな　 あつ　　　　　ひと　　　 はな　かたち　けいせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   に ほん　　　 えんにちやたい　  ていばん　　　　　　　　　　　  なま　　　　　　　　   み　    あめ　　　　　　　　    か   し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   もち　　  しょうひん

　　　　　　　　　   　　　　　なか　　　　　　　　 はい　　　　　　  くだもの　   しゅ し　  しょくよう　まるた  まくらぎ　 けんざい　　　 じゅひ　　　　　　　せんりょう   もち

　　　　　　　　　　　　　　　　  つき　  なが　　　 たの　　　　　　　　  とく　  じゅうごや　  じゅうさんや　 つき　かんしょう　　　　　　　   けいらん　   き  み　　まんげつ　  たと　　　りょうり　　　　  かたち　　  つき み
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ホタル（蛍）：発光することで知られる昆虫。腹部に発光器を持ち、発光層や反射層を使って熱を出さずに発光する。

たなばた（七夕）：七月七日の夜、願い事を書いた短冊や飾りを笹の葉につるし、星にお祈りをする習慣。ひこ星と織り姫が天の川をはさんで最も光り

　　　　　　　　  輝いて見えることから、めぐりあいの日と考えられた中国の言い伝えがある。

ハイビスカス：赤や黄色、白、ピンク、オレンジ色など原色の鮮やかな花色が魅力の植物。南国のイメージの植物として親しまれている。

すいか（西瓜）：実は大きい球形や楕円形で、果肉は水を多く含んで甘く、赤や黄などの色のものがある。世界生産量のうち最も多くを中国で生産している。

アイスクリーム：牛乳などを原料に、冷やしながら空気を含むように攪拌してクリーム状にし、凍らせた菓子。日本では乳固形分及び乳脂肪分が

　　　　　　　　最も高いアイスクリームと、アイスミルク、ラクトアイスの三種類を合わせて「アイスクリーム類」と言う。

トマト：花は黄色で、実は赤い球状の植物。緑黄色野菜の一種。ビタミンCやリコピンが含まれていることで有名。

バーベキュー：肉や野菜などを焼いて食べる料理。直火焼き、燻製、ローストなど多彩な調理方法がある。

うきわ（浮き輪）：水上に浮かぶために使用する主にドーナツ状をした浮き具。遊泳や救助などに用いられる。

セミ（蝉）：鳴く昆虫の一つ。オスの成虫の腹部には発音器官が発達し、鳴いてメスを呼ぶ。アブラゼミ、ニイニイゼミ、ヒグラシ、クマゼミ、

　　　　　  ミンミンゼミ、ツクツクボウシなどが知られる。

はなび（花火）：火花の色、形状や音などを楽しむもの。火花に色をつけるために金属の炎色反応を利用しており、混ぜ合わせる金属の種類によって

　　　　　　　  様々な色合いの火花を出すことができる。

くわがた（鍬形）：オスは頭の先に大きな顎を持つ昆虫。ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、ヒラタクワガタ、オオクワガタ、コクワガタなどが知られる。

チョコバナナ：日本生まれの菓子。縁日屋台の商品として売り出したところヒットした。

ひまわり（向日葵）：太陽の方を向いて咲く花。花弁は大きな一つの花のように見えるが、実際は多数の花が集まって一つの花の形を形成している。

りんごあめ（林檎飴）：日本では縁日屋台の定番となっている、生のりんごの実に飴をからめた菓子。イチゴ、ブドウ、ミカンなどを用いた商品もある。

くり（栗）：いがの中にいくつか入っている果物。種子は食用、材は枕木や建材に、樹皮やいがは染料に用いる。

おつきみ（お月見）：月を眺めて楽しむこと。特に十五夜、十三夜の月を観賞すること。鶏卵の黄身を満月に例えた料理もその形から月見といい、

　　　　　　　　　  月見うどん・月見丼・月見ハンバーグなどがある。

トンボ（蜻蛉）：小さな目（個眼）が集まった複眼が二つと、単眼を三つ持つ昆虫。前の羽と後ろの羽を別々に動かして飛び、空中で止まったり、

　　　　　　　  方向を急に変えることができる。

さんま（秋刀魚）：秋の味覚を代表する魚。体は細長く刀状、背は暗い青色、腹側は銀白色。

さつまいも（薩摩芋）：アサガオに似た小花を咲かせ、地中に大きい塊根を作る。全国の生産量トップは鹿児島県。

コスモス（秋桜）：秋、桃色や白色、紅色の花を開く。ブラウン系の花色でチョコレートのような香りがする「チョコレートコスモス」と言う種類もある。

ハロウィン：諸聖人の祝日の前夜の祭り。カボチャの中身をくり抜いて「ジャック・オー・ランタン」を作って飾ったり、子どもたちが

　　　　　　魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする。 

ひがんばな（彼岸花）：秋の彼岸のころ、高さ約30センチメートルの花茎を伸ばし、雄しべ・雌しべを持つ赤い六弁花数個を輪状につける花。

スポーツのひ（スポーツの日）：スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日。

どくしょのひ（読書の日）：十月二十七日から読書を推進する行事が集中して行われる。秋になると夜が長くなり、月や星を眺めたり、読書を楽しんだりする。

もみじ（紅葉）：カエデの別名。カエデの名称の由来は、葉がカエルの手に似ていることから「カエルデ」と呼ばれ、それが変化したものとされる。

イチョウ（銀杏）：葉は扇形で中央に裂け目があり、秋に葉が黄色になる。種子は銀杏と呼ばれ、食用として用いられる。

えんそく（遠足）：学校で、運動や見学を目的として行う、日帰りの小旅行。自然や文化、現実の社会や歴史に生で触れたり、クラスメイトや

　　　　　　　　  教師たちとお互いの理解と連帯感を持ち合ったりする目的もある。

うんどうかい（運動会）：学校や職場、地域などで、運動競技や遊戯を楽しむ行事。連帯感・協調性・団結力などを養う目的がある。

ちとせあめ（千歳飴）：七五三の時に縁起物として売られる、紅白に染めた棒状の飴。鶴亀などの絵のついた長い紙袋に入れてある。

だいこん（大根）：白く長い円柱形の根を持つ野菜。鍋料理やおでんなど、日本人の食卓には欠かすことのできない野菜。

れんこん（蓮根）：ハスの地下茎。穴の数は中央に一つ、周囲と合わせて大小十個程度であることが多い。

しちごさん（七五三）：男子は三歳と五歳、女子は三歳と七歳にあたる年の十一月十五日に行われる、子供の成長に感謝し、これからの成長を願う行事。

　　　　　　　　　　 三歳＝髪置きの儀、五歳＝袴着の儀、七歳＝帯解きの儀を行う。

クリスマスツリー：クリスマスのためにモール・ろうそく・豆電球などで飾り付けられた木。強い生命力の象徴とされる常緑樹が使われる。

てぶくろ（手袋）：毛糸、または皮・布・ゴムなどで作り、防寒・保護・装飾などのために用いる服飾品。親指用と、他の指をまとめて 入れるスペースが

　　　　　　　　  二つに分かれているものはミトンと呼ぶ。

サンタクロース：クリスマスの前夜、子どもたちに贈り物を届ける、白ひげで赤い衣装を着た伝説上の老人。サンタクロースの郵便番号「HOHOHO」は、

　　　　　　　　「ホーホーホー」というサンタクロースの笑い声。

としこしそば（年越し蕎麦）：大晦日の夜に食べるそば。細く長くという縁起の意味、切れやすい麺類ということから「今年一年の災厄を断ち切る」

　　　　　　　　　　　　　  意味などがある。


