なぞなぞ−たべもの−

. あきに とれる きのみで、とげが まわりに いっぱいあります。
. あきに とれる くだもので、あまいものも、とても しぶいものも あります。
. なつに ひやして たべると おいしいですね。まるくて、きると なかが
あかいです。
. あかい やさいで、うえからよんでも したからよんでも、おなじ なまえです。
. たんじょうびに、このうえに ろうそくを たてますね。
. うしが だす おちちです。しろい のみものです。
. あかい くだもので、ちいさな たねが いっぱい ついています。
. いねから とれて、にほんじんには とてもたいせつな

しろい たべものです。

. ふゆに、こたつに はいりながら、この くだものの かわを むいて たべます。
. とても すっぱくて きいろの くだものです。
. あみめもようが はいっている あまい くだものです。
. ごはんと のりで、できています。えんそくに もっていきますね。
. あんこやみたらし、いろんなあじがあって、ぼうに ささっています。
. なかに、たこが はいっていて、まるい たべものです。
. しらゆきひめが たべた、どくいりの くだもの です。

. たこや、えびや、まぐろが にぎったごはんのうえに のっています。
. おまつりのときに うっていて、ふわふわの あまい たべものです。
. みそしるや ラーメンや おそばにいれる ほそながい やさいです。
. つめたくて、たべると あまい たべものです。そのままにして おくと、
とけてしまいます。
. くろくて、にがい のみものです。おとなが

すきです。さとうや ミルクを

いれることもあります。
. くろくて、おにぎりに まきます。うみで とれます。
. やいたあと、バターと はちみつを かけた まるい たべものです。
. そのままやくと、まわりが しろくて、なかが まるい きいろに なります。
. きいろくて、ほそながくて、かわを むいて たべる くだものです。
. ぎゅうにゅうからできて、ねずみが すきです。ピザにも いれます。
. あまくて くろい おかしです。あまりたべると、むしばに なるよ。
. まるくて うきわみたいな おかしです。さとうが ついています。
. みそや、しょうゆや、とんこつの スープが あります。チャーシュー、
メンマも

はいります。

. かたくて かむと ばりばり おとがします。しょうゆや ごまあじがあります。
. しろくて、とても やわらかい たべものです。おみそしるにも はいります。

なぞなぞ−どうぶつ−
. つちのなかに もぐっていて、とんねるを ほる どうぶつです。
. よる、もりのなかで 「ホーホー」と ないている とりです。
. きを つついて あなを あける とりです。
. オーストラリアにいて、ユーカリのはを たべる どうぶつです。
. うみに すんでいて、おなかで かいを わって たべる

どうぶつです。

. いろは くろくて、「カーカー」と なく とりです。
. しろくて、みずのうえも およげる とりです。
. たべると おいしいけど、どくをもっている さかなです。
おこると ぷーとふくれます。
. あさ、「ちゅんちゅん」とないている とりです。
. おすが はねを ひろげると、とてもきれいな とりです。
. かえるの こども です。やがて てあしが はえます。
. いけに すんでいる さかなで、いろいろな いろを しています。えさを
あげると よってきます。
. おまつりで、このさかなを すくって あそびます。あかや きいろの きれい
なもようが あります。

. うみにいて、ほかのさかなをおそいます。ときには、にんげんまで
たべてしまう さかなです。
. よるになると 「ウオー」と とおぼえを します。むれを つくって かりを
します。
. きれいないろを

していて、あつい ところに

すんでいます。ひとのものまねを する とりです。
. あまいものを みつけると、ぎょうれつを つくる くろい むしです。
. はなの みつを あつめます。はりを もっていて、おこると さされます。
. みどりいろの むしで、のはらにいて、ぴょんぴょん とびます。
. あごひげがはえている しろいどうぶつで、「メエー」と なきます。
. ひとや ものを せなかにのせて、はこびます。うまより ちいさいです。
. はさみを もっていて、いけに すんでいます。あかい いろを しています。
. ちいさな さかなです。おがわで むれをつくって およいでいます。
このさかなの がっこうが あると うたに うたわれています。
. オーストリラリアにいて、おなかのふくろに こどもをいれて
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はねる どうぶつです。

. はさみを もっていて、うみにいます。よこに あるきます。
. しろとくろの しまもようの どうぶつです。アフリカに います。

