
 

「mpi オトキコ」のアプリではじめる教科書のコードを読みとれない方は、 

以下の URL より音声や動画を再生してください。 

 

 

p.20 第一部 Unit3  

♪Five Little Monkeys Songs and Chants 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90035.m4a 

p.39 第一部 Unit8 

『リズムでおぼえる教室英語ノート』p.18～19 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90036.m4a 

p.39 第一部 Unit8 

『リズムでおぼえる教室英語ノート』p.20 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90037.m4a 

p.49 第一部 Unit10 

♪Humpty Dumpty I like coffee, I like tea 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90038.m4a 

p.49 第一部 Unit10 

♪Peter Piper I like coffee, I like tea 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90039.m4a 

p.83 第二部 Unit3 

♪発音たいそう 『アルファベットチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90040.mp4 

p.83 第二部 Unit3 

♪フォニックスアルファベット・ジングル 『フォニックスチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90041.mp4 

p.91 第二部 Unit5 

♪バナナじゃなくて banana 『バナナじゃなくて bananaチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90042.mp4 

p.91 第二部 Unit5 

♪ハンバーガーじゃなくて hamburger 

『バナナじゃなくて bananaチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90043.mp4 

 

p.98 第二部 Unit7 

♪Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? ストーリーを楽しみまし

ょう 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90044.m4a 

 

p.98 第二部 Unit7 

♪From Head to Toe ストーリーを楽しみましょう 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90045.m4a 

p.99 第二部 Unit7 

♪Peanut Butter and Jelly ストーリーを楽しみましょう 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90046.m4a 

p.99 第二部 Unit7 

♪Bears in the Night ストーリーを楽しみましょう 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90047.m4a 

p.102 第二部 Unit8 

♪There’s a Hole in the Bottom of the Sea Mary had a little lamb 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90048.m4a 

p.102 第二部 Unit8 

♪One Fat Hen Songs and Chants 2 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90049.m4a 
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p.102 第二部 Unit8 

♪I Will Not Give in to the Rain (Ame ni mo makezu) Gorsh the cellist 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90050.m4a 

p.107 第二部 Unit9 

♪I ♡ Japan 『おもてなしチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90051.m4a 

p.108 第二部 Unit10 

♪小文字たいそう 『アルファベットチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90052.mp4 

p.166 第三部 Unit9 

『やさしい英会話 Pam and Ted 3行会話編』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90021.m4a 

p.167 第三部 Unit9 

♪クイズ 2 動物の鳴き声をあてよう 『クイズでチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90022.m4a 

p.168 第三部 Unit9 

♪The boy who cried “Wolf!” The goose with the golden eggs 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90023.m4a 

p.170 第三部 Unit10 

♪HELLO～Cheers～ Songs and Chants 2 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90024.m4a 

p.171 第三部 Unit10 

♪The Bus Song Songs and Chants 2 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90025.m4a 

p.172 第三部 Unit10 

♪4ドイツじゃなくて Germany 『バナナじゃなくて bananaチャンツ』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90026.mp4 

p.173 第三部 Unit10 

A Trip to Grandma's House p.2～9 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90027.mp3 

p.176 第三部 Unit11 

⑥How about you? 『英会話たいそう Dansinglish®』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90028.m4a 

p.180 第三部 Unit12 

Where's Sam? p.2～11 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90029.mp4 

p.183 第三部 Unit13 

『小学校英語 SWITCH ON!®』Grade1 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90030.mp4 

p.184 第三部 Unit13 

20.Recess Activities 『英語ビジュアル辞典 555』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90031.mp3 

p.185 第三部 Unit13 

21.Animals 2 『英語ビジュアル辞典 555』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90032.mp3 

p.188 第三部 Unit14 

Jack and Zak 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90033.m4a 

p.193 第三部 Unit15 

Unit7 Colors 『子供のための英語で自己表現ワーク 1』 

 

https://www.mpi-j.co.jp/contents/app/90034.mp3 
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