
助詞指導用絵カード　文の一覧

Ⅰ「～が、～を～で食べる」文の一覧

が を で

０１① お父さん ご飯 はし

　　② お父さん はし ご飯

　　③ はし お父さん ご飯

　　④ はし ご飯 お父さん

　　⑤ ご飯 はし お父さん

　　⑥ ご飯 お父さん はし

０２① お父さん ラーメン はし

　　② お父さん はし ラーメン

　　③ はし お父さん ラーメン

　　④ はし ラーメン お父さん

　　⑤ ラーメン はし お父さん

　　⑥ ラーメン お父さん はし

０３① お母さん ご飯 はし

　　② お母さん はし ご飯

　　③ はし お母さん ご飯

　　④ はし ご飯 お母さん

　　⑤ ご飯 はし お母さん

　　⑥ ご飯 お母さん はし

０４① お母さん そば はし

　　② お母さん はし そば

　　③ はし お母さん そば

　　④ はし そば お母さん

　　⑤ そば はし お母さん

　　⑥ そば お母さん はし

０５① お母さん バナナ フォーク

　　② お母さん フォーク バナナ

　　③ フォーク お母さん バナナ

　　④ フォーク バナナ お母さん

　　⑤ バナナ フォーク お母さん

　　⑥ バナナ お母さん フォーク



が を で

０６① お母さん バナナ スプーン

　　② お母さん お母さん バナナ

　　③ スプーン スプーン バナナ

　　④ スプーン バナナ お母さん

　　⑤ バナナ お母さん お母さん

　　⑥ バナナ スプーン スプーン

０７① 男の子 そば はし

　　② 男の子 はし そば

　　③ はし 男の子 そば

　　④ はし そば 男の子

　　⑤ そば はし 男の子

　　⑥ そば 男の子 はし

０８① 男の子 ケーキ フォーク

　　② 男の子 フォーク ケーキ

　　③ フォーク 男の子 ケーキ

　　④ フォーク ケーキ 男の子

　　⑤ ケーキ フォーク 男の子

　　⑥ ケーキ 男の子 フォーク

０９① 男の子 バナナ フォーク

　　② 男の子 フォーク バナナ

　　③ フォーク 男の子 バナナ

　　④ フォーク バナナ 男の子

　　⑤ バナナ フォーク 男の子

　　⑥ バナナ 男の子 フォーク

１０① 男の子 すいか フォーク

　　② 男の子 フォーク すいか

　　③ フォーク 男の子 すいか

　　④ フォーク すいか 男の子

　　⑤ すいか フォーク 男の子

　　⑥ すいか 男の子 フォーク



が を で

１１① 男の子 すいか スプーン

　　② 男の子 スプーン すいか

　　③ スプーン 男の子 すいか

　　④ スプーン すいか 男の子

　　⑤ すいか スプーン 男の子

　　⑥ すいか 男の子 スプーン

１２① 男の子 メロン スプーン

　　② 男の子 スプーン メロン

　　③ スプーン 男の子 メロン

　　④ スプーン メロン 男の子

　　⑤ メロン スプーン 男の子

　　⑥ メロン 男の子 スプーン

１３① 女の子 ラーメン はし

　　② 女の子 はし ラーメン

　　③ はし 女の子 ラーメン

　　④ はし ラーメン 女の子

　　⑤ ラーメン はし 女の子

　　⑥ ラーメン 女の子 はし

１４① 女の子 パン 手

　　② 女の子 手 パン

　　③ 手 女の子 パン

　　④ 手 パン 女の子

　　⑤ パン 手 女の子

　　⑥ パン 女の子 手

１５① 女の子 スパゲティ フォーク

　　② 女の子 フォーク スパゲティ

　　③ フォーク 女の子 スパゲティ

　　④ フォーク スパゲティ 女の子

　　⑤ スパゲティ フォーク 女の子

　　⑥ スパゲティ 女の子 フォーク



が を で

１６① 女の子 カレー スプーン

　　② 女の子 スプーン カレー

　　③ スプーン 女の子 カレー

　　④ スプーン カレー 女の子

　　⑤ カレー スプーン 女の子

　　⑥ カレー 女の子 スプーン

１７① 女の子 すいか スプーン

　　② 女の子 スプーン すいか

　　③ スプーン 女の子 すいか

　　④ スプーン すいか 女の子

　　⑤ すいか スプーン 女の子

　　⑥ すいか 女の子 スプーン

１８① おじいさん ラーメン はし

　　② おじいさん はし ラーメン

　　③ はし おじいさん ラーメン

　　④ はし ラーメン おじいさん

　　⑤ ラーメン はし おじいさん

　　⑥ ラーメン おじいさん はし

１９① おじいさん そば はし

　　② おじいさん はし そば

　　③ はし おじいさん そば

　　④ はし そば おじいさん

　　⑤ そば はし おじいさん

　　⑥ そば おじいさん はし

２０① おばあさん ご飯 はし

　　② おばあさん はし ご飯

　　③ はし おばあさん ご飯

　　④ はし ご飯 おばあさん

　　⑤ ご飯 はし おばあさん

　　⑥ ご飯 おばあさん はし



が を で

２１① おばあさん バナナ フォーク

　　② おばあさん フォーク バナナ

　　③ フォーク おばあさん バナナ

　　④ フォーク バナナ おばあさん

　　⑤ バナナ フォーク おばあさん

　　⑥ バナナ おばあさん フォーク

２２① おばあさん バナナ スプーン

　　② おばあさん スプーン バナナ

　　③ スプーン おばあさん バナナ

　　④ スプーン バナナ おばあさん

　　⑤ バナナ スプーン おばあさん

　　⑥ バナナ おばあさん スプーン

Ⅱ「～が、～を～で飲む」文の一覧

が を で

２３① 男の子 ジュース ストロー

　　② 男の子 ストロー ジュース

　　③ ストロー 男の子 ジュース

　　④ ストロー ジュース 男の子

　　⑤ ジュース ストロー 男の子

　　⑥ ジュース 男の子 ストロー



Ⅲ「～が、～を～で～に描く」文の一覧

が を で に

２４① お父さん ふね マジック 紙

　　② お父さん ふね 紙 マジック

　　③ お父さん マジック 紙 ふね

　　④ お父さん マジック ふね 紙

　　⑤ お父さん 紙 ふね マジック

　　⑥ お父さん 紙 マジック ふね

２５① お母さん うち 絵の具 紙

　　② お母さん うち 紙 絵の具

　　③ お母さん 絵の具 紙 うち

　　④ お母さん 絵の具 うち 紙

　　⑤ お母さん 紙 うち 絵の具

　　⑥ お母さん 紙 絵の具 うち

２６① 男の子 りんご えんぴつ 紙

　　② 男の子 りんご 紙 えんぴつ

　　③ 男の子 えんぴつ 紙 りんご

　　④ 男の子 えんぴつ りんご 紙

　　⑤ 男の子 紙 りんご えんぴつ

　　⑥ 男の子 紙 えんぴつ りんご

２７① 女の子 バナナ クレヨン 紙

　　② 女の子 バナナ 紙 クレヨン

　　③ 女の子 クレヨン 紙 バナナ

　　④ 女の子 クレヨン バナナ 紙

　　⑤ 女の子 紙 バナナ クレヨン

　　⑥ 女の子 紙 クレヨン バナナ

２８① 先生 くるま チョーク 黒板

　　② 先生 くるま 黒板 チョーク

　　③ 先生 チョーク 黒板 くるま

　　④ 先生 チョーク くるま 黒板

　　⑤ 先生 黒板 くるま チョーク

　　⑥ 先生 黒板 チョーク くるま



Ⅳ－１「～が、～を～で切る」文の一覧

が を で

２９① お父さん バナナ 包丁

　　② お父さん 包丁 バナナ

３０① お父さん 木 のこぎり

　　② お父さん のこぎり 木

３１① お父さん 紙 ナイフ

　　② お父さん ナイフ 紙

３２① お母さん ステーキ ナイフ

　　② お母さん ナイフ ステーキ

３３① お母さん 布 はさみ

　　② お母さん はさみ 布

３４① お母さん りんご 包丁

　　② お母さん 包丁 りんご

３５① 男の子 板 のこぎり

　　② 男の子 のこぎり 板

３６① 男の子 すいか 包丁

　　② 男の子 包丁 すいか

３７① 男の子 紙 ナイフ

　　② 男の子 ナイフ 紙

３８① 女の子 メロン 包丁

　　② 女の子 包丁 メロン

３９① 女の子 紙 はさみ

　　② 女の子 はさみ 紙

４０① 女の子 板 のこぎり

　　② 女の子 のこぎり 板

「～が、～を～で切る」文の補助カードの文

が を で

３０② お父さん のこぎり 木

３２② お母さん 包丁 りんご

３３② お母さん はさみ 布

３９② 女の子 はさみ 紙


