
 

親⼦ お花⾒

パパと⼦供（⼭登り） 家族 ⾷卓 ママと⾚ちゃん ⾷事 ママと⾚ちゃん お⾵呂 ママと⾚ちゃん シャワ

ー

ママと⼦供 ママ 困る ママと⾚ちゃん 授乳

親⼦ 料理 チョコレート作り ⼦供とおばあちゃん メガネをかけた医師 医師 指をさす医師 横を向く医師 ⼥性の医師

指をさす⼥性の医師 横を向く⼥性の医師 ⽥植え 茶摘み サンタクロース ⻭科検診 親⼦ 診察① 親⼦ 診察②

みるく教室の先⽣ ⾚エプロンをつけた⼥

性

⻩エプロンをつけた⼥

性

⻘エプロンをつけた⼥

性

⻘エプロンをつけた男

性

エプロンをつけたおば

あさん

エプロンをつけたおじ

いさん

学校の先⽣①

成⼈男性・⼥性 恵⽐寿さま 親⼦ 肩たたき 神様 ⾛るお坊さん 強⾵の中の⼈ 打ち⽔ オンラインセミナーの

講師

学校の先⽣② ⼦供 運動会 ⼦供 三輪⾞ ⼦供 課外活動 合唱コンクール ⼦供 プール 交通安全週間 ⼥の⼦と男の⼦（七五

三）

クリスマス うがい・⼿洗い せき・かぜ ⼊学式 卒業式 ⾖まき ⾚ちゃん はいはい ⾚ちゃん 湿疹

ジョギング 勉強中 ⼦供 なわとび ⼦供 夜ふかし 朝ねぼう 中⾼⽣ ダンス



⾚ちゃん 泣く ⾚ちゃん 痒がる ⼦供 咳 ⼦供 腹痛 ⼦供 ⾷べる ⼦供 ⼝腔アレルギー ⼦供 ランドセル いも掘り

⼦供 給⾷ ⼦供 息切れ ⼦供 サッカー ⼦供 アナフィラキシー 調理実習 幼稚園 給⾷ 幼稚園 おやつ エプロンをつけた男の

⼦

エプロンをつけた⼥の

⼦

野球少年 本を読む⼦ども 正⽉事始め エイプリルフール オンラインセミナー受

講

⼦供 オンライン授業 ⼦供 タブレット学習

消毒 発熱 ⼦供 マスク 中⾼⽣ 夜ふかし ⾼校⽣ サッカー 中⾼校⽣ 卓球 中⾼校⽣ バスケット

ボール

芽キャベツ ブロッコリー 春菊 ⼩松菜 やまいも きゅうり ゴーヤ アスパラガス

⼩⾖ ⼤⾖ ⿊⾖ 枝⾖ グリーンピース ピーナッツ ナッツ じゃがいも

さつまいも かぼちゃ まつたけ しめじ たけのこ もやし いりごま 野菜

とうもろこし トマト なす パプリカとピーマン にんじん れんこん ⼤根 カリフラワー

⻑ネギ ごぼう セロリ ふきのとう わらび ⽟ねぎ 菜の花 茹でたじゃがいも



キウイフルーツ バナナ 桃 オレンジ りんご 栗 さくらんぼ すいか

ぶどう フルーツ ゆず 柿 マンゴー 梨 オクラ ⾥芋

⽩菜 銀杏 みかん ほうれん草 さやえんどうとえんど

う⾖

⼭菜 春キャベツ いちご

⽜⾁ 豚⾁ ハム 鶏⾁ いくら かに ちりめんじゃこ あさり

えび イカ あわび ⿂（さば） ⿂（さけ） ⿂ サンマ ウィンナー

ウインナー ハンバーグ BBQ ステーキ エビフライ 鮎 イワシ さんま

鮭 ぶり たら さば 牡蠣 かつお 桜ダイ ごはん

うどん いなりずし そば スパゲッティ 冷やし中華 ピザ ホットドッグ パン（⾷パン）

パン（バターロール） カレーライス ちらし寿司 恵⽅巻き うなぎ そうめん タコス ミートソーススパゲテ

ィ

ポンデケージョ パン 担担めん パン（フランスパン） サンドウィッチ ぼたもち 唐揚げ ⿇婆⾖腐



エビチリ カニ すぶた カニ⽟ チンジャオロース 天ぷら きんぴらごぼう サラダ

ひじき煮 ほうれん草の胡⿇和え 卵焼き シューマイ シューマイ 飲茶 キムチ お味噌汁

ミネストローネ シチュー プリン ケーキ クッキー クッキー（箱） わらびもち ホールケーキ

柏餅 かき氷 パンプキンパイ ヨーグルト チョコレート 献⽴セット（シチュ

ー）

献⽴セット（ハンバー

グ）

献⽴セット（焼⿂）

献⽴セット（ビーフシ

チュー）

お弁当 ⽜乳① ⽜乳② ⾖乳 ミルク ⻨茶 チーズ

もめん⾖腐 納⾖ ちくわ カレールー ゼラチン 卵 バター ヨーグルト

⽸詰 おせち料理 鍋 オリーブオイル チーズ

 

遠⾜ お花⾒ ⼊学式 卒業式 卒業式（卒業証書） ⽥植え 茶摘み

柏餅 親⼦ 診察② ⺟の⽇ ⼦供 運動会 端午の節句（五⽉⼈

形）

こどもの⽇ ひな祭り ひな祭り（菱餅）

桜



交通安全週間 ⻭科検診 啓蟄 ホワイトデー 春分の⽇ エイプリルフール イースター 昭和の⽇

⺟の⽇ ⽗の⽇ 五⽉晴れ 梅⾬ ⼦供 プール パパと⼦供（⼭登り） 夏休み 林間学校

夏祭り 七⼣ 夏⾄ 夏越の祓 打ち⽔ 海の⽇ スポーツの⽇ お盆

夏の⼤三⾓形 花⽕ ⼦供とおばあちゃん ⼥の⼦と男の⼦（七五

三）

いも掘り お⽉⾒ お彼岸 防災の⽇

ハロウィン ハロウィン 栗 合唱コンクール うがい・⼿洗い 親⼦ 肩たたき 恵⽐寿さま クリスマス

サンタクロース チョコレート作り おせち料理 お正⽉（鏡餅） 冬休み（雪だるま） お正⽉（凧あげ） 恵⽅巻き こたつとみかん

節分（⾖まき） ⾖まき 試験勉強 ⼤掃除 成⼈男性・⼥性 左義⻑ ⼤寒 針供養

霜降 ⾣の市 正⽉事始め ⼤みそか お年⽟ ⼦供 課外活動 調理実習 マスク

ウィルス 体温計 ⿊板



 

お花⾒ 梅 ⺟の⽇ 梅⾬ あさがお バラ ポインセチア

菊 ススキ コスモス 霜降 紅葉 ⺟の⽇ ⽗の⽇ ききょう

すいせん

桜


