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To Parents: If your child is confused about where to put the carrot stickers, 
explain that each rabbit should get one carrot sticker.

Let’s Count the Rabbits
To Parents: Your child may be confused about where to put the stickers. 
Suggest that he or she put a sticker on each plate—one for each monkey.

Let’s Count the Monkeys

Count the monkeys. Place the same number of             stickers on the plates. Count the rabbits. Place the same number of            stickers on the plates.
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rabbit

5

　から　　まで　てんを　つないで　みみを　

かきましょう。できたら　rabbit と　いいましょう。
ラ ビ ト

動物 rabbit （うさぎ）3

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、
細い線はおうちの方に切っていただくようになっています。

To Parents: In this activity, your child will finish the picture by connecting the 
dots. Let your child know it is okay to draw as quickly or slowly as she or he is 
comfortable with.

To Parents: Remind your child to follow the dots of the same color from 
beginning to end. If your child is confused that two ants go into the same 
home, let him or her know that it is okay. Ants live together in large groups.

Let’s Connect the DotsLet’s Help the Ants

Connect the dots from     and     to draw the rabbit’s ears. Can you hop like a rabbit?Trace the dotted lines to help the ants bring their food home.
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dog
ド（ー）グ

cat
キャット

mouse
マ ウ ス

8

どの　どうぶつの　かげでしょう。したから　

えらんで　ゆびで　さし、えいごで　なまえを　

いいましょう。

動物 mouse （ねずみ）4

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、
細い線はおうちの方に切っていただくようになっています。

To Parents: In this activity, your child will use his or her observational skills to 
determine which animal the shadow matches. If he or she is struggling, point 
out features, such as the size of the ears or the shape of the tail.

Let’s Find the Match

Which animal does this shadow belong to? Draw a line to the matching animal below.

To Parents: This activity teaches problem solving and develops the skills 
needed for good writing. Remind your child to draw in the yellow pathways 
and not to go over the orange lines.

Let’s Go Through the Maze

Draw a path through the banana from            to           .
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うまhorse
ホ ー ス

11

みほんの　ように　たてがみを　かきましょう。

できたら　horse と　いいましょう。
ホ ー ス

動物 horse （うま）16

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、細い線はおう
ちの方に切っていただくようになっています。

pig
ピ ッ グ

cat
キャット

horse
ホ ー ス

12動物 horse （うま）

　 から　　 まで　ゆびで　たどりましょう。

できたら　horse と　いいましょう。
ホ ー ス

6

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、
細い線はおうちの方に切っていただくようになっています。

Example
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みほんの　ように　たてがみを　かきましょう。

できたら　horse と　いいましょう。
ホ ー ス

動物 horse （うま）16

おうちの方へ はじめに、自由に切って、はさみに慣れるおけいこをします。幼児にとって、長い線をきれいに切るのは難しい作業です。そこで、16ページまでは切り取り線の幅を変えて、
細い線はおうちの方に切っていただくようになっています。

To Parents: This activity teaches problem solving and develops the skills 
needed for good writing. 

To Parents: Let your child decide how to draw the horse’s mane. It does 
not have to match the example. If your child is unfamiliar with how a horse 
sounds and acts, watch a video online together.

Let’s Follow the HorseLet’s Draw the Horse’s Mane

Draw the horse’s mane. Can you pretend to be a horse?
Draw a path through the maze from          to          . Make the noises of the animals you pass 
along the way.




