
【音声認識する会話一覧】

音声認識する会話を、シートごと、STEPごとに掲載をしております。
色々な会話をするヒントとして役立てて、アンパンマンたちとの会話をぜひ楽しんでください。

■みんなでわいわい！
STEP３

お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

ライオンなんだね！　かっこいいよね！

うさぎ！　ふわふわ、かわいい～！

おはなし、上手ですね！
帽子をかぶってお出かけしましょう！

カエル！　カエル　は　ケロケロ　って鳴くよね！カエル　ケロケロ

ライオン

うさぎ　うさちゃん

おはなし、上手ですね！
今日はおうちで楽しく遊びましょう。

教えてくれてありがとう！
今日も一日、元気いっぱいがんばりましょうね！

教えてくれてありがとう。またお話ししましょう！

こんにちは！ぼく、クリームパンダ。きみは、お手伝いをしたことがある
かな？

メロンパンナよ。
あなたは今日、朝ごはんを食べたかしら？
はい　か　いいえ　で答えてね！

ぼくは、アンパンマンのお手伝いをするんだ！
またお話ししようね！バイバイ！

すご～い！僕も君みたいに頑張る！またお話ししようね！バイバイ！

いぬ　かわいい！いぬってわんわんって鳴くよね！

ねこ　かわいい！　ねこ　は　ニャーニャーって鳴くよね！

黄色いバナナ！おいしそうだな！

ピンク色のもも！おいしそうだな！

おいしいそうだな～
それじゃまたな！ばいばいき～ん

教えてくれてありがとう！
私もおやつにしましょう！

そうそう、ばいきんUFO上手にお話しできたな！それじゃまたな！ ばいきんUFOだな！それじゃまたな！ばいばいきーん！

早くおやつの時間にならないかしら～！
またお話ししましょうね。ばいばい！

は～ひふ～へほ～！うれしいな～！

うれしい！私も　だいすき！

私も　だいすき！

えへへ！うれしいな！

わ～い！　コキンちゃんもだ～いすき！

ありがとう！うれしいです！

真っ赤なリンゴおいしそうだな！

真っ赤なイチゴおいしそうだな！

丸いみかん、おいしそうだな！

コキンちゃん 君の好きな動物はな～に？

メロンパンナちゃん はい　うん　食べた

クリームパンダ はい　うん　ある

いぬ　わんわん

ねこ　にゃんにゃん

ばいきんまん

リンゴ

イチゴ

みかん

バナナ

もも

ＵＦＯ（ユーフォ―　or ユーホー）
ばいきんＵＦＯ（ユーフォ―　or ユー

おれさまが乗っているものは何だかわかるかな？

はひふへほ～おれさま、ばいきんまん！好きな果物は何かな？

ドキンちゃん はい

しょくぱんまん
晴れ　おひさま　いい天気　お天気　く
もり

ドキンちゃんよ～！おなかすいちゃった～。今日はおやつを食べた
の？

こんにちは。しょくぱんまんです。
今日のお天気を教えてください。

ばいきんまん、ドキンちゃん、コキンちゃん　だよ。
またおはなししようね！ばいばい！

教えてくれてありがとう！
素敵だね！ずっと仲良しでいてね！またお話ししようね。ばいば
い！

しょくぱんまん

君の好きな仲間たちの名前を教えてね？

ママ

お父さん

お母さん

せんせい

うんうん！ドキンちゃんだね！またおはなししようね！ばいばい！

うんうん！コキンちゃんだね！またおはなししようね！ばいばい！
こんにちは！アンパンマンです。空を飛んでいるのは誰かな？

ドキンちゃん

アンパンマン

ばいきんまん

ドキンちゃん

メロンパンナちゃん

クリームパンダ

コキンちゃん

コキンちゃん

ばいきんまん

パパ

アンパンマン

うんうん！ばいきんまんだね！またおはなししようね！ばいばい！

お父さんだね　ずっと仲良しでいてね！
またお話ししようね！ばいばい！
お母さんだね　ずっと仲良しでいてね！
またお話ししようね！ばいばい！
お父さんだね　ずっと仲良しでいてね！
またお話ししようね！ばいばい！
お母さんだね　ずっと仲良しでいてね！
またお話ししようね！ばいばい！
せんせいだね　ずっと仲良しでいてね！
またお話ししようね！ばいばい！

ありがとう！ずっと仲良しでいてね！



■おへやであそぼう！
STEP２

お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

いぬ
わんわん
ねこ
にゃんにゃん
カエル
ケロケロ
ライオン

うさぎ
うさちゃん

STEP３：しりとり

■みんなでおでかけ！
STEP3

お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

2より小さい数はどれですか？

3より小さい数はどれですか？

4より小さい数はどれですか？

5より小さい数はどれですか？

みかん。わたしもだーいすき！

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

教えてくれてありがとう！大きな声で　ただいま　って言ってみよう。！

教えてくれてありがとう！おいしそうね！食べた～い！ドキンちゃん みかん

ただいま

2,3,4,5

こたえは、●　ですよ。
※●は正解の数字がすべて入ります。

あなたの　好きなおやつを教えてね

3,4,5

4,5

5

1

1,2

1,2,3

1,2,3,4

しょくぱんまん
よくできましたね！●　ですね！
※●は認識した数字が入ります。

1より大きい数はどれですか？

2より大きい数はどれですか？

3より大きい数はどれですか？

4より大きい数はどれですか？

クリームパンダ

コキンちゃん

オレンジ

おえかき

アンパンマン

せいかい！オレンジだね！
ぬりえ、たのしい！

教えてくれてありがとう！オレンジだね！
ぬりえ、たのしい！

教えてくれてありがとう！おえかきだね！
ぬりえ、たのしい！

せいかい！おえかき！おえかき、た～のしい！

教えてくれてありがとう！赤だね！
かっこいい～！せいかい！赤！かっこいい～！あか

ミルク ミルク！
コキンちゃんもだ～いすき！ 教えてくれてありがとう！いいないいな～！コキンちゃんも飲みたいなぁ！

教えてくれてありがとう！またお話ししようね！いぬ　かわいい！いぬってわんわんって鳴くよね！

ねこ　かわいい！　ねこ　は　ニャーニャーって鳴くよね！ 教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

カエル！　カエル　は　ケロケロ　って鳴くよね！ 教えてくれてありがとう！またお話ししようね！

ライオンなんだね！　かっこいいよね！

ぼく、クリームパンダ！
ぼくが何をしているか、わかるかな？

君の好きな動物はな～に？

ぼく、クリームパンダ！
ぼくが持っている色鉛筆　何色か　わかるかな？

車は何色かな？

きみの　好きな飲み物は　な～に？

お外から帰ってきたときのあいさつ
わかるかな？

うさぎ！　ふわふわ、かわいい～！

せいかい！大きな声でただいまって言ってみよう。

アンパンマン お子さま アンパンマン お子さま

ぬいぐるみ　⇒ ミルク　⇒ くるま　⇒ まど

ミルク　⇒ くるま　⇒ まど　⇒ ドア

いぬ　⇒ ぬいぐるみ　⇒ ミルク　⇒ くるま

ぬいぐるみ　⇒ ミルク　⇒ くるま　⇒ マイク



■おかいものに行こう！
STEP２

お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

STEP3
お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

アンパンマン「バナナ！ありがとうございます！」
ばいきんまん「黄色いバナナ、おいしそうだな～！」
アンパンマン「リンゴ！ありがとうございます！」
ばいきんまん「まっかなリンゴ、おいしそうだな～」
アンパンマン「みかん！ありがとうございます！」
ばいきんまん「おれさまもみかんだ～いすき！」
アンパンマン「じゃがいも！ありがとうございます！」
ばいきんまん「ごつごつじゃがいも、たくさんあるな！」
アンパンマン「きゅうり！ありがとうございます！」
ばいきんまん「しゃきしゃき緑のきゅうり、だ～いすき！」
アンパンマン「もも！ありがとうございます！」
ばいきんまん「あまい匂いがするな～！」
アンパンマン「イチゴ！ありがとうございます！」
ばいきんまん「まっかなイチゴ、おいしそうだな～」

アンパンマン「ごめんなさい！ただいま売り切れです。」
ばいきんまん「残念！他のものをえらぼう

アンパンマン
いらっしゃいませ！
ほしいものを声に出して教えてね！

バナナ

リンゴ

みかん

じゃがいも

きゅうり

もも

いちご

ばいきんまん

アンパンマン

オレンジが好きなんだね！　みかんと同じ色だね！とっても素敵だ
ね！
きいろが好きなんだね！　バナナと同じ色だね！とっても素敵だね！
またお話ししようね！ばいばい！
ピンクが好きなんだね！　ももと同じ色だね！とっても素敵だね！
またお話ししようね！ばいばい！

みかんだな！

きゅうりだな！

うんうん！おいしそうだな！もりもり食べような！

バナナだな！

うんうん！おいしそうだな！

リンゴとイチゴだな！

ももだな！

じゃがいもだな！

とっても素敵だね！いっしょにお話しできたね！
またお話ししようね！ばいばい！

オレンジ色の果物を探しているんだ！何だかわかるかな？

緑色のやさいを探しているんだ！何だかわかるかな？

君の好きなやさいは何かな？

黄色い果物を探しているんだ！何だかわかるかな？

君の好きなくだものは何かな？

真っ赤な果物を探しているんだ！何だかわかるかな？

ピンク色の果物を探しているんだ！何だかわかるかな？

ごつごつ丸いやさいを探しているんだ！何だかわかるかな？

こんにちは！アンパンマンです。きみの好きな色をおしえてね

みかん

あかが好きなんだね！　リンゴと同じ色だね！とっても素敵だね！！
またお話ししようね！ばいばい！
あおが好きなんだね！　海と同じ色だね！とっても素敵だね！
またお話ししようね！ばいばい！
みどりが好きなんだね！　きゅうりと同じ色だね！とっても素敵だね！
またお話ししようね！ばいばい！
むらさきが好きなんだね！　ぶどうと同じ色だね！とっても素敵だ
ね！

ピンク

バナナ

リンゴ

イチゴ

みかん

バナナ

もも

リンゴ

イチゴ

もも

じゃがいも

あか

あお

みどり

むらさき

オレンジ

きいろ

真っ赤なリンゴおいしそうだな！

丸いみかん、おいしそうだな！

真っ赤なイチゴおいしそうだな！

黄色いバナナ！おいしそうだな！

ピンク色のもも！おいしそうだな！

そうそう！リンゴだな！　

そうそう！イチゴだな！　

そうそう！ももだな！

そうそう！じゃがいもだな！　

そうそう！みかんだな！

そうそう！みどりのきゅうりだな！

きゅうり！しゃきしゃきおいしそうだな！

ごつごつじゃがいも！おいしそうだな！

そうそう！バナナだな！

きゅうり

きゅうり

じゃがいも



■ワクワクがっこう
STEP3

お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

お絵かきをしているのは、誰かな？

こくばんにおえかきをしているのは誰かな？

■みちをわたろう！
STEP３

お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

コキンちゃんだよ！コキンちゃんが待っている乗り物、わかるかな？

■カレーをつくろう！
STEP３

お話の相手 なかまたちからの問いかけ お子さまの言葉 個別認識した場合 個別認識しなかった場合

あらら～？見当たらないわぁ。残念！

"I cut　a　carrot.”人参を切っているの。トントントン♪

”I'm washing the vegetables"やさいを洗っているよ！

バスをまってるの！ＳＥ：ファンファン　は～いのりま～す！

教えてくれてありがとう！かっこいいわね！またおはなししましょう！

教えてくれてありがとう！かっこいいわね！またおはなししましょう！

教えてくれてありがとう！かっこいいわね！またおはなししましょう！

1.2.3.4.5…5本だね！またおはなししようね！バイバーイ！

1本だね！またおはなししようね！バイバーイ！

青だね！青でも手を挙げて気を付けて渡ろうね！
またお話ししようね！バイバーイ！
自転車に乗っているぞ！早いぞ！かっこいいだろ！
またお話ししような！

赤だぞ！お話しできて楽しかったぞ！ばいばいきーん！

かっこいい、しょくぱんまんさまよー！またお話しましょう！バイ
バーイ！
カレーパンマンよ！車の近くで遊んではダメよ！またお話しましょ
う！
バスを運転しています！ブーンブーン　乗りますか？
おはなしできてたのしかったです！またおはなししましょう！

パトカーよ！またお話ししましょうね！

アンパンマン

メロンパンナちゃん

Great！せいかい！
”I'm washing the vegetables"やさいを洗っているよ！

Potato！じゃがいもだね！
Add　more　potatoes！じゃがいもたくさんいれちゃおう！

meat！お肉ね！Add　more　meat！お肉をたくさんいれちゃおう！

seafood！魚や貝ね！
Add　many　seafoods！おさかなや貝をたくさんいれちゃおう！
tomato！トマトね！
Add　many　tomatos！トマトをたくさんいれちゃおう！
carrot！人参ね！
Add　many　carrots！人参をたくさんいれちゃおう！

Great！せいかい！
"I'm cutting　a　carrot.”人参を切っているの。トントントン♪

wash
ウォッシュ

potato
ポテト
meat
ミート
seafood
シーフード
tomato
トマト
carrot
キャロット

ＣＵＴ
カット

クリームパンダちゃんは何をしているかわかるかな？
Wash　or　cut？どっちかな？

What do you add to this curry？
カレーに何を入れる？シートの中から選んでね！

メロンパンナちゃんは何をしているかわかるかな？
Serve　or　cut？　どっちかな？

カレーパンマン

バス、バスの運転

パトカー

消防車

救急車

パトカー

バス

アンパンマン

ばいきんまん

ドキンちゃん

しょくぱんまん

コキンちゃん

こんにちは、メロンパンナよ！
あなたはどんな働く車が好きか　私に教えてくれる？

こんにちは、メロンパンナよ！
ドキンちゃんが乗っているのりものの名前　何かしら？

メロンパンナちゃん

みみせんせい

アンパンマン

クリームパンダ

5本　or　ご

1本　or　いち　or　ひとつ

あお、みどり、あおしんごう

自転車

あか　あかしんごう

しょくぱんまん

魚

おりがみ

ねんど

かばおくん

クレヨン

ちびぞうくん

ばいきんまん
くまたくん

教えてくれてありがとう！
おりがみだね！

教えてくれてありがとう！粘土で工作をしているね！

おしえてくれてありがとう！かばおくんだね

教えてくれてありがとう！
みみせんせい、だね！

教えてくれてありがとう！
クレヨンだね！

教えてくれてありがとう！ちびぞうくん、だね！

教えてくれてありがとう！
ばいきんまんとくまたくん、だね！

そう！!バスを運転しています！ブーンブーン　乗りますか？
おはなしできてたのしかったです！またおはなししましょう！

アンパンマンです！花壇のお花は全部で　いくつあるかな？

アンパンマンです！黄色いお花は　いくつあるかな？

アンパンマンです！信号が何色のときに渡るか、わかるかな？

おれさま、ばいきんまん！おれさまが何をしているか　わかるかな？

俺様ばいきんまん！横断歩道で止まるのは何色か、わかるかな？

ドキンちゃんよ！バスを運転しているのは　誰かしら？

ドキンちゃんよ！道で遊んでいるのは　誰かしら？

こんにちは、しょくぱんまんです！私が何をしているか　わかりますか？

くまたくん　黒板に何を書いているかな？

ネコみちゃん、何をしているかおしえてね

コキンちゃんが何をしているかわかるかな？

メロンパンナちゃんが持っているクレヨンは
誰のものかな？

お教室にいる先生の名前、わかるかな？

かばおくん　何をさがしているかな？

教えてくれてありがとう！さかなの絵だね！ さかなの絵だね。

おりがみだね。

粘土で工作をしているね！

かばおくん、だね！

みみせんせいだね

あれれ～？
クレヨンだね！

ちびぞうくんだね。

ばいきんまんとくまたくんだね。

せいかい！5本だね！またおはなししようね！バイバーイ！

教えてくれてありがとう！パトカーね！かっこいいわね！
またおはなししましょう！

せいかい！バスをまってるの！は～い！のりま～す！

せいかい！1本だね！またおはなししようね！バイバーイ！

せいかい！青だね！青でも手を挙げて、気を付けて渡ろうね！
またお話ししようね！バイバーイ！
そうそう！自転車に乗っているぞ！早いぞ！
かっこいいだろ！またお話ししような！
そうそう！赤だぞ！お話しできて楽しかったぞ！
ばいばいきーん！
そう、かっこいいしょくぱんまんさまよ！
またお話しましょう！バイバーイ！
おはなし上手ね！カレーパンマンよ！車の近くで遊んではダメよ！
またお話しましょう！

そう！パトカーね！SE：ウーウーまたおはなししましょうね！

教えてくれてありがとう！消防車！かっこいいわね！
またおはなししましょう！
教えてくれてありがとう！救急車！かっこいいわね！
またおはなししましょう！


