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a （冠詞）ひとつの、ある 

about ついて 

across 横切る 

add 足す、追加 

address 住所 

adventure 冒険 

aeroplane 飛行機 

after あとで 

again また、再び 

age 年齢 

air 空気 

alive 生きている 

all みんな 

alphabet アルファベット 

am （I （私）に対し）です。 

amaze 驚く 

amazed 驚いた 

ambulance 救急車 

an （冠詞）ひとつの、ある 

and そして、それを 

animal 動物 

anniversary 記念日 

another もうひとつの 

answer 答える 

ant アリ 

apple りんご 

apron エプロン 

are （we: 私たち）は/が、～です。 

argue 議論する 

argued 議論した 

arrow 矢 

as のように、～なので 

ask 尋ねる  

asked 尋ねた 

asleep 寝ている 

at （場所）で、（時）に 

attack 攻撃する 

attacked 攻撃した 

attic 屋根裏部屋 

author 著者、作家 

automatic 自動的 

away よそへゆく 

baby 赤ちゃん 

babysitter ベビーシッター（子守り） 

back もどる、うしろ、背中 

bad 悪い 

badminton バドミントン 

bag 袋 

bake 焼く 

baked 焼いた 

ball ボール 

balloon 風船 

band バンド、楽団 

bang (go)破裂（する） 

banner 旗 

barbecue バーベキュー 

bark 吠える 

barked 吠えた 

barn 納屋 

baseball 野球 

basket バスケット、かご 

bath 風呂 

bathroom 風呂場 

bay （犬の）吠え声、港 

be です 

beach 海辺 

beaker ビーカー（試験管） 

beans 豆 

beautiful 美しい 

because なぜなら 

bed ベッド 

bedroom 寝室 

bedtime 寝る時間 

been である 
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began 始めた 

begin 始める 

behind 裏側、うしろ側 

being である 

believe 信じる、確信する 

belt ベルト 

better よりよい 

bicycle 自転車 

big 大きい 

bike 自転車、オートバイ 

bird 鳥 

birthday 誕生日 

biscuits ビスケット 

bit 少し、ちょっと 

black 黒い色 

blew 吹いた（→blow） 

blindfold 目隠し 

block ブロック 

blow 吹く 

blue 青色 

boat ボート 

body からだ 

bone 骨 

book 本 

boot （車の）トランク   米：trunk  

borrow 借りる 

borrowed 借りた 

bother 邪魔する 

bottle ビン 

bought 買った（→buy） 

bounce はずむ 

bounced はずんだ 

bow 弓 

bowl ボール、鉢 

box 箱 

boy 男の子、少年 

brake ブレーキ 

bread パン 

brick レンガ 

bride 花嫁 

bridegroom 花婿 

bridesmaid 花嫁のつきそい人 

bridge 橋 

brilliant すばらしい 

bring 持ってくる 

broke 壊した (→break) 

broken 壊れた 

brother 兄弟 

brought 持ってきた（→bring） 

brush ブラシ 

bubble 泡 

bucket バケツ 

buggy うば車 

building ビルディング、建物 

bull 雄牛 

bull's-eye 的の真中、牛の目 

bump ぶつかる 

bumped ぶつかった 

burglar どろぼう 

burn 焼く 

burned 焼けた 

burst 破裂した 

bus バス 

bus stop バス停車場 

busy 忙しい、混み合う 

but しかし、でも 

butt 大樽 

butter バター 

butterfly チョウチョ 

buy 買う 

by そば、（～）によって 

cab 運転室、タクシー 

cake ケーキ 

call 呼ぶ 
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called 呼んだ 

camcorder 
ビデオカメラ  

米：video camera  

came 来た （→come） 

camel ラクダ 

camera カメラ 

camping キャンピング 

can できる、缶 

cane つえ、ステッキ 

can't できない 

car 車 

card カード 

cardboard box ダンボール箱 

careful 注意深く 

carnival カーニバル 

carpet カーペット、じゅうたん 

castle 城 

cat ねこ 

catch つかまえる 

caterpillar いも虫 

caught つかまえた（→catch） 

cave ほら穴 

ceiling 天井 

cellar 地下室 

chair 椅子 

chart チャート、表 

chase 追いかける 

chased 追いかけた 

child 子ども 

children 子ども達（→child） 

chimney 煙突 

circle サークル、円 

circus サーカス 

class クラス 

classroom 教室 

claw （動物の）爪 

clean 清潔な 

clever 利口な 

climbed 登った 

cloakroom クローク 

clock 時計 

closed 閉じた 

cloth 布 

clothes 服 

cloudy 曇りの 

clown ピエロ 

coat コート 

coconut ココナッツ 

coffee コーヒー 

coin コイン、硬貨 

cold 寒い 

collar カラー 

colour 色 

comb くし 

come 来る 

coming やってくる 

computer コンピュータ 

concrete コンクリート 

cook 料理する、コック 

cooked 料理した 

cooker 料理用具 

corner 隅 

cornflakes コーンフレーク 

cot ベビーベット 

cottage 小屋 

could できた（→can） 

couldn't できなかった 

count 数える 

counted 数えた 

cover カバー 

cow 雌牛 

cowboy カウボーイ 

cracker クラッカー 

crane クレーン車 
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crash 壊れる、衝突する 

cream クリーム 

cricket クリケット 

cried 泣いた、叫んだ 

crocodile ワニ 

cross 渡る 

crowd 群集 

crowded 混んでいる 

crown 王冠 

cry 泣く、叫ぶ 

cup カップ 

cut 切る、切った 

dad お父さん 

dance 踊る、ダンス 

danced 踊った 

danger 危険 

dangerous 危険な 

dark 暗い 

day 日、１日 

dear 親愛なる 

dice サイコロ 

did ～した、～だった 

dig 掘る 

digger シャベルカー 

dinghy ゴムボート、小型ヨット 

dirty 汚い 

disappointed がっかりした 

disk ディスク 

display 飾る 

do （～）する 

doctor 医者 

dog 犬 

doggy 犬のような、犬のための 

doll 人形 

dolphin イルカ 

done した 

donkey ロバ 

don't ～しない 

door 戸、扉 

doubledecker ２階建バス 

down 下へ 

downstairs 階下 

dragon ドラゴン 

draw 描く、引っぱる 

drawer 引き出し 

drawing デッサン 

dream 夢 

dress ドレス 

dress up 着飾る 

dressing gown 部屋着 

drier ドライヤー 

drink 飲み物 

drive 運転する 

drop 落とす 

dropped 落とした 

drove 運転した 

drown おぼれた 

drum 太鼓 

dry 乾いた、乾いている 

dug 掘った 

dust bin ゴミ箱 

ear 耳 

easy やさしい、簡単な 

eat 食べる 

echo エコー、こだま 

egg 玉子 

eggshell 玉子の殻 

elephant ゾウ 

elves 小さな妖精、小人 

engine エンジン 

envelope 封筒 

every 各、それぞれ 

everyone 皆 

everything どれも 
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everywhere どこでも 

excited 興奮する 

exciting わくわくする 

expecting 期待している 

expensive 高価な 

eye 眼 

face 顔 

fair フェア、市、公平 

fall 落ちる、落とす 

family 家族 

farm 農場 

farm house 農家 

farmer 農夫 

fast 速い 

fat 太った 

feather 羽 

fed up うんざり 

fell 落ちた 

fence 垣根 

fetch 取ってくる 

fetched 取ってきた 

field 原っぱ、畑 

fierce 獰猛な 

fight 戦い 

fill 満たす 

filled 満たした 

find 見つける 

finger 指 

finish 終わる 

finished 完成した、終わった 

fire 火事 

fire engine 消防車 

fireman 消防士 

first 最初の 

fish 魚 

fishing 魚つり 

five ５ 

flat 平らな 

flew 飛んだ 

floated 漂っている 

floor 床、階 

flour 粉 

flowers 花 

fly 飛ぶ 

fog 霧 

foggy 霧の 

food 食べ物 

football サッカー  米：soccer 

for ～のため、～の方へ 

forest 森 

forgot 忘れた（→forget） 

found 見つけた（→find） 

four ４ 

Friday 金曜日 

fridge 冷蔵庫 

friend 友達 

friendly 友好的 

frightened 怖がっている 

frog カエル 

frogman フロッグマン、潜水夫 

from ～から 

front 前側 

frozen 凍えた（→freeze） 

fry 揚げる 

frying pan フライパン 

full いっぱい 

fun 楽しい 

fun park 遊園地 

funny おかしい 

game ゲーム 

garage ガレージ 

garden 庭 

gasp 息がとまる 

gasped 息をのんだ 
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gate post 門柱 

gave 与えた 

get 得る 

get off 降りる 

get up 起きる 

ghost ゆうれい 

giant 巨人 

giraffe キリン 

girl 女の子、少女 

give 与える、あげる 

glad 喜ぶ、嬉しい 

glasses めがね 

glow 輝く 

glowing 輝いている 

glue のり 

go 行く 

go away 向こうへ行け 

go-kart ゴーカート 

gold 金 

goldfish 金魚 

gone 行ってしまった 

good 良い 

good luck 幸運 

goodbye さようなら 

got 手に入れた 

grab つかむ 

grabbed つかんだ 

gran おばあちゃん 

grandfather おじいさん 

grandmother おばあさん 

grandparents 祖父母 

grass 草、茎 

great すごい、偉大な 

green 緑色 

grey グレー、灰色 

groaned うなった 

groom 新郎 

ground グランド 

grrr ぐ～（うなり声） 

guitar ギター 

gym ジム、体育館 

gymnastics 体操 

ha! ハッ！ 

had 持った（→have） 

hair 髪 

hair salon 美容室 

haircut 散髪 

half 半分 

hand 手 

happy 幸せ 

has 持つ（→have） 

hat 帽子 

have 持つ 

he 彼 

head 頭 

hear 聞く 

heavy 重い 

hedgehog ヤマアラシ 

helicopter ヘリコプター 

hello ハロー 

helmet ヘルメット 

help 助ける 

helped 助けた 

her 彼女 

here ここ 

hero 英雄 

hide 隠れる 

hiding 隠れている 

him 彼に 

his 彼の 

hit 打つ、打った 

hold 持った、押さえた 

hole 穴 

holiday 休日 
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home 家庭、家 

hoop 輪、たが 

hooray やった！ 

horse 馬 

hose ホース 

hospital 病院 

hot 暑い 

hotdog ホットドッグ 

hotel ホテル 

house 家 

how どうやって 

hungry 空腹 

hurry 急いで 

I 私 

ice 氷 

ice-cream アイスクリーム 

idea アイデア、考え 

if もし 

ill 病気 

in ～の中 

insect 昆虫 

inside ～の中側 

instrument 楽器、器具 

into ～の中へ 

iron 鉄 

ironing board アイロン板 

is ～です 

it それ 

it's これは 

jacket ジャケット 

jam ジャム 

jar 口広のビン 

job 仕事 

jog ジョギングする 

join 参加する、仲間に入る 

joined 参加した、仲間に入った 

joke ジョーク、冗談 

journey 旅行 

jug 水差し 

juggler 手品師 

jumble sale 

ガレージセール  米：garage 

sale 

jump 飛び上がる 

jumped 飛び上がった 

junk がらくた 

just ちょうど 

kettle やかん 

key 鍵 

kick 蹴る 

kicked 蹴った 

killer-whale シャチ 

king 王様 

King Arthur アーサー王 

kitchen 台所 

kite 凧 

knife ナイフ 

knight 騎士 

knitting 編み物 

know 知る 

laces レース、くつ紐 

ladder はしご 

lady 女性、貴婦人 

lake 湖 

lamp ランプ 

land 着地する、島 

landed 着地した 

lane 車線 

last 最後の 

laugh 笑う 

lawn 芝生 

lazy なまけもの 

leaf 葉 

leak 漏る、漏れる 

learn 学ぶ 



Oxford Reading Tree Dictionary Glossary（単語集） 

 

©オックスフォード大学出版局 2022 
 

learned 学んだ 

leave 置き去りにする、離れる 

left 左、離れた（→leave） 

leg 脚 

lego レゴ 

lemonade レモネード 

lend 貸す 

let ～させる 

letter 手紙 

lettuce レタス 

library 図書館 

lick なめる 

lid ふた 

life 生命、生活 

lifted つりあげる 

light 光、電球 

like 好き、～のような 

liked 気に入った 

lion ライオン 

listen 聞く 

listened 聞いた 

lit 火を付けた（→light） 

little 小さな 

live 住む 

lived 住んでいた 

living room 居間 

lock 鍵をかける 

locked 鍵がかかった、鍵をかけた 

long 長い 

look 見る 

look like のようだ 

look out 気をつけて 

looked 見た 

lorry トラック  米：truck 

lose 失う 

lost なくした（→lose） 

lot of (a) たくさんの 

love 愛、愛する 

lovely かわいい 

made 作った（→make） 

magazine 雑誌 

magic マジック 

magician マジシャン 

make 作る 

man 男、人 

many たくさんの 

map 地図 

market マーケット、市場 

married 結婚した、結婚している 

material 生地、素材 

mattress マットレス 

may ～だろう 

me 私に 

measurement 寸法 

meet 出会う 

mend 直す 

mended 直した 

mess 乱雑 

met 出会った（→meet） 

milk ミルクをしぼる、ミルク 

mind 気にする 

mirror 鏡 

mistake 失敗 

mix 混ぜる 

model モデル 

Monday 月曜日 

money お金 

monkey サル 

monster モンスター、怪物 

moon 月 

more もっと 

morning 朝 

mountain 山 

mouse ねずみ 
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move 動く 

much たくさん 

mud 泥 

muddy 泥んこ 

muffins マフィン 

mum  お母さん(mom) 

museum ミュージアム、博物館 

music 音楽 

musician 音楽家 

must （しなければ）ならない 

my 私の 

name 名前 

nasty 意地悪の 

near 近い 

need 必要 

neighbour となり 

nervous 神経質になる 

nest 巣 

net 網 

never 決して～でない 

new 新しい 

newspaper 新聞 

next 次 

nice ナイス 

night 夜 

no いいえ、ダメ、ない 

no one だれも～でない 

Noah's ark ノアの箱舟 

nobody 誰も～でない 

noise 音、雑音 

nose 鼻 

not ～でない 

now 今 

nursery school 保育園 

octopus タコ 

of ～の 

off ～から（離れる） 

oh おー！ 

oil 油 

old 古い 

on 上、上に 

once １度 

one ひとつ、１ 

only それだけ 

open 開く 

opened 開いた、開いている 

opposites 反対のことば 

or または 

orange オレンジ 

our 私たちの 

out 外 

outside 外側 

over の上、越えて 

owl ふくろう 

paddled こいだ 

paddling かい付きの 

page 頁 

pageboy ページボーイ 

paint ペンキ、ペンキを塗る 

painted 塗られた、塗った 

pair １組の 

pan 平なべ 

pancake パンケーキ 

paper 紙 

park 公園 

party パーティ 

past 通った、過去 

paste のり 

patch つぎ 

paw (動物の）足 

peck つつく 

pecked つついた 

pencil 鉛筆 

people 人々 
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phone 電話する 

phoned 電話した 

photocopier コピー機 

photograph 写真 

pick つまむ 

picked つまんだ 

pick-your-own 勝手に採る 

picnic ピクニック 

picture 絵 

pig ブタ 

pillow まくら 

pin ピン 

pirate 海賊 

plant 植物 

plastic プラスチック 

plate 皿 

play 劇、遊ぶ 

played 遊んだ 

playground 運動場 

playtime 遊び時間、休み時間 

pleased 喜んだ 

pocket ポケット 

point 指す 

pointed 指した 

police 警察 

pond 池 

pool プール 

poor 貧しい 

post ポスト 

post lady 郵便配達人 

postcard ポストカード、絵はがき 

pot ポット 

poured 流れ出る 

present プレゼント 

pretend ふりをする 

pretended ふりをした 

print プリント、印刷する 

prize 賞 

project 企画 

pudding プリン、食後のデザート 

pull 引っ張る 

pulled 引っ張った 

pumped ポンプで空気を入れた 

puncture きちんとした 

puppies 仔犬たち 

puppy 仔犬 

push 押す 

pushed 押した 

put 入れる、入れた 

puzzled 悩んだ 

pyjamas パジャマ 

queen 女王 

question 質問 

queue 列 

quick すばやい 

quiet 静かに 

rabbit ウサギ 

race レース 

rack 棚 

racket ラケット 

rain 雨 

raincoat レインコート 

rainy 雨の 

ran 走った（→run） 

rattle ガラガラ 

reach 届く 

read 読んだ（→read） 

read 読む 

real ほんものの 

record レコード、記録 

recorder レコーダー 

red 赤い色 

refridgerator 冷蔵庫 

remember 覚える 
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repeat 繰り返す 

rescue 救う 

ride 乗る 

right 右、権利 

river 川 

road 道 

robot ロボット 

rocket ロケット 

roof 屋根 

room 部屋 

rope ロープ 

rough 荒い、雑に 

round まわりに、丸い 

rub こする 

rubbed こすった 

rug じゅうたん 

run 走る 

run over あばれる 

running ランニング 

sack 大袋 

sad 悲しい 

safe 安全な 

said 言った 

sailing 船乗り 

salad サラダ 

sale セール 

same 同じ 

sand 砂 

sandcastle 砂の城 

sandwiches サンドイッチ 

sat 座った 

Saturday 土曜日 

sauce ソース 

saucer 受け皿 

sausage ソーセージ 

save 救う 

saw 見た（→see） 

say 言う 

scales 物差し 

scarecrow かかし 

scarf スカーフ 

scene 場面 

school 学校 

Scotland スコットランド 

scruffy うす汚れた 

sea 海 

seagull カモメ 

seashell 貝殻 

seaside 海辺 

seaweed 海草 

second 第二の、二番目 

secret 秘密 

see 見る 

seed 種 

seen 見た（→see） 

see-saw シーソー 

shadow 影 

shake 振る、揺さぶる 

shame 恥、残念 

shampoo シャンプー 

share 分ける、分担する 

sharp 鋭い 

she 彼女 

shed 物置小屋、流す 

sheep ヒツジ 

sheet シート 

shelf 棚 

shell 貝殻 

ship 船 

shoe shop 靴屋 

shoes 靴 

shook 振った（→shake） 

shop 店、買い物をする 

shopping 買い物 
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short 短い 

shorts 短パン 

should （～）すべきである 

shout 呼ぶ 

shouted 呼んだ 

shovel シャベル 

show ショウ、見せる 

shuttlecock シャトルコック（バドミントンの羽） 

shy 恥ずかしがり屋、内気 

sign サイン、著名 

signpost 標識 

silly ばかな 

silver 銀 

sink 沈む、流し 

sister 姉妹 

sit 座る 

sit down 座りなさい 

site 場所 

six ６ 

skateboard スケートボード 

skidded スリップした 

skip とびはねる 

sleep 寝る 

slip すべる 

slipper スリッパ 

slow ゆっくり 

slug かっとばす 

small 小さな 

smile ほほえみ 

snip （はさみで）切る 

snooker スヌーカー 

snow 雪 

snowball 雪の球 

snowman 雪だるま 

so だから、そのような 

soggy びしょびしょ 

sole （靴等の）底 

some 少し、ある 

something 何か 

soon すぐ 

sorry 気の毒な 

spaceman 宇宙飛行士 

spell 呪文 

spiderman スパイダーマン（くも男） 

splash 水しぶきを上げる 

split 割る、破れる 

spoke 話した（→speak） 

spooky 不気味な 

spoon スプーン 

sports スポーツ 

spot 場所 

spring 春 

spring-cleaning 春の大そうじ 

stairs 階段 

stand up 立ちなさい 

star 星 

start 始める 

started 始まった 

statue 銅像 

stay 留まる 

stayed 残った 

stew シチュウ 

stick 棒きれ、くっつく 

sticky べとべとした 

still まだ、静かな 

stir かきまぜる 

stone 石 

stool ストール 

stop 止まる 

storm 嵐 

story 物語 

strawberry いちご 

stream 流れ、小川 

street 通り 
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stretch のばす 

strong 強い 

strong-man 強い男 

stuck くっついた、動けない 

study 勉強する 

stuntman スタントマン 

stupid お馬鹿さん 

such のような 

suddenly 突然に 

sugar 砂糖 

suit スーツ 

sun 太陽 

Sunday 日曜日 

sunglasses サングラス 

sunny 晴れた 

supermarket スーパーマーケット 

supper 夕飯 

surprise 驚き、びっくりさせるもの（こと） 

swallow ツバメ 

swap 交換する 

sweeping （雪等を）かく 

sweet 甘い 

swim 泳ぐ 

swimmer 泳ぐ人 

swing 揺らす、揺れる 

swing ball スウィングボール 

table テーブル 

tail 尾 

take 取る、かかる 

talk 話す 

talked 話した 

tall 高い 

tap 蛇口 

taught 教えた（→teach） 

tea 茶 

teach 教える 

teacher 先生 

tear 破る 

teddy テディベア 

teeth 歯（１本） 

television テレビジョン 

tell 話す 

tent テント 

terrible 恐ろしい 

than ～よりも 

thank you ありがとう 

that その 

the （定冠詞）あの 

theatre 劇場  米：theater 

their 彼らの 

them 彼らに 

then それから、その時 

there そこ 

they 彼ら 

thin 薄い、やせた 

things 物 

think 思う 

third 第３の 

this この 

thought 思った 

three ３ 

threw 投げた 

through ～を通って 

throw 投げる 

thunder 雷 

Thursday 木曜日 

ticket チケット 

tidy きちんとした 

tie 結ぶ 

tiger トラ 

time 時間 

tin man ブリキの男 

to ～へ 

toboggan そり 



Oxford Reading Tree Dictionary Glossary（単語集） 

 

©オックスフォード大学出版局 2022 
 

today 今日 

toilet トイレット 

told 話した（→tell） 

tomato トマト 

tomorrow 明日 

too ～もまた 

took 取った（→take） 

tooth 歯（何本かの） 

tooth fairy 歯の妖精 

toothbrush 歯ブラシ 

toothpaste 歯磨き 

top 一番上、こま 

tore 引き裂いた（→tear） 

tough タフな、固い 

towel タオル 

tower タワー、塔 

toy おもちゃ 

tractor トラクター 

traffic 交通 

traffic jam 渋滞 

trailer トレイラー 

trainers 運動靴 米：sneaker 

trap わな 

tray お盆 

tree 木 

trench 溝 

trick トリック 

tricky ずるい 

tried 試した（→try） 

trunk 幹、トランク 

trunks 水泳パンツ 

try 試す 

Tuesday 火曜日 

tunnel トンネル 

turned 曲がった 

turner （パンケーキの）返しベラ 

two ２ 

ugly 醜い 

umbrella 傘 

under の下 

underground 地下 

underpants 下着 

unhappy 不幸 

uniform 制服 

up 上 

upset 悩ます、腹立たしい 

upside 上側 

upstairs 上の階、階上 

us 私たち 

use 使う 

vacumn 

cleaner 
真空掃除機 

van バン、トラック 

vane 風見 

vanishing 消えつつある、消える 

vase 花瓶 

vegetable 野菜 

very とても 

video ビデオ 

village 村 

visit 訪れる 

wag （尾などを）振る 

wait 待つ 

waited 待った 

wake up 目覚める 

walk 歩く 

walked 歩いた 

wall 壁 

wallpaper 壁紙 

want 欲しい 

want to ～が欲しい 

wanted 欲しかった 

warm 暖かい 

was ～であった 
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wash 洗う 

washing 

machine 
洗濯機 

watch 見る、時計 

water 水 

wave うねり、波 

way 道、方法 

we 私たち 

wear 着る 

weather 天候 

wedding 結婚式 

Wednesday 水曜日 

week 週 

weir せき（堰） 

well 良い 

went 行った 

were （私たち）～だった 

wet 濡れた 

whale クジラ 

what 何 

whatsit 正体不明物 

wheel 車輪、ハンドル 

when いつ 

where どこ 

which どれ 

whisper ささやく 

who だれ 

whoooaa! ウラメシヤ～ 

whoops おっとっと 

why なぜ 

will ～だろう 

win 勝つ 

wind 風 

window 窓 

windy 風の強い 

winter 冬 

wish ～したい 

witch 魔女 

with ～といっしょに 

wizard 魔法使い 

wobbly ぐらぐらする 

won 勝った（→win） 

wonderful すばらしい 

wood 森 

word 言葉、単語 

wore はいた、着た（→wear） 

work 働く 

worked 働いた 

working 働いている 

worry 気にする 

worse より悪い 

would ～しよう 

wow うわあっ！ 

write 書く 

wrong 間違っている 

wrote 書いた（→write） 

x-ray レントゲン 

xylophone シロフォン、鉄琴、木琴 

yawn あくびをする 

year 年 

yelled 叫んだ 

yes はい 

yoghourt ヨーグルト 米：yogurt 

you あなた、君 

young 若い 

your あなたの 

yuk ウヘェ～ 

zebra シマウマ 

zoo 動物園 

 


