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Mr Sandwich

Red big apple,
Yellow banana.
Healthy foods,
Lots of colour.
Help you and me grow,
And taste so yummy.
Can I have more
For my tummy?
Too many lollies,
Chocolate and Sweets.
Lots of sugar,
Bad for my teeth.
Healthy foods are better,
Good for you and yummy.
Can I have more,
For my tummy?

David

Katie
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おひるごはんの じかんです！デビッドと ケイティーは、ママと いっしょに キッチ
ンに います。
「ママ！おひるごはんに、おかしを たべてもいい？」と ケイティーは ききました。
「だめよ、おひるごはんには ヘルシーな たべものを たべなきゃ。」と ママはい
いました。
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It was lunch time! David and Katie were in the kitchen with
their mum.
Katie asked, “Mummy! Can I have lollies for lunch?”
Mum said, “No sweety, you should eat healthy foods for
lunch.”

「あめ、おかし、ポテトフライは ヘルシーじゃないの。」と ママは いいます。
Mum continued, “Lollies, sweets and chips are not healthy.”

「おさとうが たくさん はいっているから、いつも たべていたらだめ。おおきくなるのに ひつような えいようが はいっていないの。あま
いものを たべると むしがばできるし、からだにも わるいのよ。これらのたべものを たべるのは ときどきに してね。」
“You should not eat them often because they have lots of sugar. They have no good nutrients that your body needs for growing. Eating a lot of
these foods rots your teeth and is bad for your health. You should only eat them sometimes.”
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「おひるごはんに、なにを たべたらいいの？」と デビッドは ききました。
すると、めのまえに ミスター・サンドイッチが あらわれました。
「みて！ミスター・サンドイッチが いる。こんにちは、ミスター・サンドイッチ！」と ママ
が いいました。
「みなさん、こんにちは。おひるごはんに、わたしを つくったら どうですか？わたしは と
ても ヘルシーですよ。」と ミスター・サンドイッチは いいました。
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David asked, “What should we eat for lunch?”
Suddenly Mr. Sandwich appeared in front of them.
Mum exclaimed, “Oh look! It’s Mr. Sandwich! Hi Mr.
Sandwich!”
Mr. Sandwich said, “Hi everyone! How about making
me for lunch? I am very healthy for you.”

「まいにち、ヘルシーな たべものを たべる ひつようが あります！これらは、しぜんの たべものです。
ビタミン、ミネラル、たんぱくしつなどの たいせつな えいようそが ふくまれているので、たべると せがたかく、つよくなります。フルー
ツ、やさい、にゅうせいひん、さかな、にく、こくもつは みんな、ヘルシーなたべものです！」
Mr Sandwich continued, “Healthy foods should be eaten everyday! These foods come from nature. They contain important nutrients like vitamins, minerals and proteins that help you grow taller and stronger. Fruits, vegetables, dairy, fish, meat and grains are all healthy foods!”
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やさい にんじん、ピーマン、きゅうりな
どの やさいは、つちから そだちます。
Vegetables like carrots, capsicums and

cucumbers grow in the ground.
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くだもの オレンジ、ぶどう、りんご、

にゅうせいひん ヨーグルトや

バナナなどの くだものは、きになりま
す。

チーズなどの にゅうせいひんは、
ぎゅうにゅうから つくられます。

Fruits like oranges, grapes, apples and

Dairy foods like yoghurt and
cheese are made from cows’ milk.

bananas grow on trees.

にくとさかな ぶたにく、ぎゅうにく、とりにくなどの
にくは のうじょうで、さかなは うみで とれます。
Meats like pork, beef and chicken come from land.

Fish come from the sea.

こくもつ こくもつは、ライムギ、オートムギ、とうもろこ
し、ソバなどの こくるいです。シリアル、パン、おこめなど
に なります。
Grains come from cereal grass such as rye, oats, maize,
buckwheat. They are used to make cereals, bread and rice.
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T「ヘルシーな たべものを たべると、げんきが でて、よく うごくことが できるので、まい
にち ヘルシーな たべものを たべる ひつようが あります。げんき いっぱいだと、つぎのよ
うに たのしいことが たくさん できますよ。」と ミスター・サンドイッチは いいました。

Mr Sandwich said, “You need to eat healthy foods everyday because it gives your body
energy to work and move. With energy you can do so many fun things like...”

ジャンプする…

はしる…

Jumping...

「げんきが

Running…

ないと、つかれて

なにも

できません。」

“When you have little energy, you will feel too tired to do anything. ”
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ニコニコわらう…

Smiling...

ひるごはんを つくる じゅんびが できましたか？」と ミスター・サンドイッチは ききました。
デビットと ケイティーは、ワクワクしながら、「はい、はい！」と こたえました。
Mr. Sandwich asked,“Are you ready to make me for lunch? ”
David and Katie answered excitedly, “Yes, yes!”
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「わたしを
しみながら

つくるには、わたしの いうとおりに してください。とても かんたんで、たの
つくれます。おいしい ざいりょうも ぜんぶあります！では、あたまから はじ
めましょう。」と ミスター・サンドイッチは いいました。

Mr Sandwich said, “To make me, just follow everything I do. It’s very easy and you will enjoy it too. I’ve got
all the yummy ingredients! Let’s start with my head”

チーズ

cheese

パン

bread

「パンの

うえに

チーズを

ひときれ

のせて ください。チーズには カルシウムが
ると、はと ほねが つよくなります。」

ふくまれています。カルシウムを

“Put a piece of cheese on top of the bread. Cheese contains calcium and calcium keeps your teeth and bones nice and strong.”
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と

「わたしの めは、みどりいろの きゅうりです。みどりいろのやさいには、しょくもつせんいなどの いいものが たくさん ふくまれてい
ます。しょくもつせんいは、たべものの しょうかに やくだちます。たべものが しょうかされると、からだの なかで ぶんかいされて、
えいよそが ひつような エネルギーに なります。それに、うんちが でやすくなります。」と ミスター・サンドイッチは いいました。

Mr. Sandwich continued, “My eyes are made of crunchy green cucumbers. Green vegetables contain lots of goodness like fibre. Fibre helps you
digest foods. Digestion breaks down foods in your body so you can get the nutrients and energy you need. It also helps you to do poopy easily.”

きゅうり

cucumber

（ボリ、ボリ）
ほんとに シャキシャキし
てる。
なかみは すいぶんが
たっぷり！
(crunch crunch)
So Crunchy! So Juicy
inside!
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「わたしの めは、ぎょろぎょろしています。わたしの ひとみには、むらさきいろの ぶどうをつかって ください。ぶどうは、あまく
て おいしい くだものです。」と ミスター・サンドイッチは いいました。
“I have funny googly eyes! Use purple grapes for my pupil. Grapes are yummy sweet fruits” said Mr. Sandwich.

ぶどうには、
からだにいい
こうさんかざいが
たくさん ふくまれて
いるのよ。
こうさんかざいを
とると、
からだが よく は
たらくようになるの。

ぶどう
grapes
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Grapes have lots of antioxidants, which are good for
your body. They help your
body work well.

「わたしの くちは、オレンジいろの にんじんです。チーズの うえに せんぎりの にんじんを おいて、ニコニコわらった くち
に してください。オレンジいろの かみのけを たくさんつけたいなら、サンドイッチの あたまの ぜんたいに、せんぎりの にん
じんを つけてください。」
Mr. Sandwich said, “I have an orange carrot mouth. Put the shredded carrot on the cheese to make my smiley mouth. If you want me to have
lots of orange hair! Spread the shredded carrot everywhere on my sandwich head.”

にんじん
carrots

にんじんは、おいしくて シャキシャキ
した やさいです。めに いい ビタミ
ンＡが ふくまれていて、めが よく
みえるように なります。
Carrots are tasty and crunchy vegetables.
They contain Vitamin A which is good for
your eyes, they help you see better.
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「カーリーヘアに したいのなら、バナナを つかって ください！バナナには ポタシウ
ムが たくさん ふくまれていて、ほねが つよくなります。デビッド、バナナは なにい
ろですか？」と ミスター・サンドイッチは いいました。

バナナ
bananas

きいろ！
YELLOW!
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Mr Sandwich said, “If you want me to have
curly hair, you can use bananas! Bananas
contain lots of Potassium which keeps your
bones strong. What color are bananas David?”

「2つの おおきな みみには、みどりいろの ピーマンを つかいます。ピーマンも、たくさん ビタミンと ミネラ
ルが ふくまれる みどりの やさいです。」と ミスター・サンドイッチは いいました。
“For my two big ears, use green capsicum. Capsicums are also a green vegetable that contain lots of vitamins and
minerals.” said Mr. Sandwich.

ピーマン
capsicum
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はなは、あかい チェリートマト です。チェリートマトは、おくちの なかで かむと、しるが いっぱいでます！ト
マトには、からだが よく はたらくようになる こうさんかざいが たくさん ふくまれています。」と ミスター・
サンドイッチは せつめいしました。
“I have a bright red nose made from a cherry tomato. Cherry tomatoes are so juicy when they pop in
your mouth! Tomatoes contain antioxidants that help your body to work well.” explained Mr. Sandwich.

ピエロの

はな みた
い！
おもしろい！

トマト
tomatoes
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It looks like a clown nose! So
Funny!

「やったー！できましたね！それでは たべてください。」と ミスター・サンドイッチは うれしそうに いいました。
「ありがとう、ミスター・サンドイッチ。ほんとうに おいしそう！」と デビッドと ケイティーは いいました。
ケイティーと デビッドは おいしくて ヘルシーな ひるごはんを たのしく たべました。
“Yay! You have finished making me! You can eat me all up” Mr. Sandwich said happily.
“Thank you Mr. Sandwich! You look really yummy” said David and Katie. Katie and David enjoyed their tasty and healthy lunch.
19

ヘルシーなたべもの
なまえ
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Healthy Foods

とれるばしょ

Name

からだに いい りゆう
Where the foods come from Why it is good for me!

くだもの

き

Fruits

On trees

やさい

つち

Vegetables

From the ground

にゅうせいひん

ぎゅうにゅう

Dairy

Cow’s milk

にくとさかな

つちとうみ

Meats

Land and Sea

こくもつ

こくるい

Grains

Cereal grass

たいせつな ビタミン
と ミネラルが ふく
まれる
Contains essential vitamins
& minerals

たいせつな ビタミン
と ミネラルが ふく
まれる
Contains essential vitamins
and minerals

はと ほねを つよくす
る カルシウムが ふく
まれる
Contains calcium which keeps
your teeth and bones strong

そだちざかりの こども
に たいせつな たんぱ
くしつが ふくまれる
Contains protein which is
important for you as growing
kids

げんきが でる たんす
いかぶつが ふくまれる
Contains carbohydrates which
gives you energy

おいしいやさい
なまえ

Yummy Vegetables for your Tummy
Name

トマト
Tomato

いろ

Colour

あか
Red

ピーマン

みどり

Capsicum

Green

きゅうり
Cucumber

にんじん
Carrot

みどり
Green

オレンジ
Orange

からだに いい
Why it is
りゆう
good for me!
からだが よく はたら
くようになる、こうさん
かざいが ふくまれる
Tomatoes contain antioxidants that help your body to
work well

ビタミンと
たくさん

ミネラルが
ふくまれる

Capsicum contain lots of
vitamins and minerals

せんいが ふくまれる。せん
いは しょうかを たすけ、
うんちが でやすくする
Cucumber contains fibre.
Fibre helps you digest food
and do a poopy easily

めが よく みえるよう
に なる、ビタミンＡが
ふくまれる
Carrots contain Vitamin A
which is good for your eyes,
they help you see better
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デビッドのミスター・サンドイッ
チSandwich
David’s Mr.

ケイティーのミスター・サンドイッチ
Katie’s Mr. Sandwich
Cucumber

Banana

バナナ

Capsicum

Carrot

きゅうり

にんじん

ピーマン
uva
ぶどう

トマト
Tomato

にんじん
pan
パン

22

Carrot

チーズ
Cheese

ミスター・サンドイッチのえをかいてください
Draw your own Mr. Sandwich
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