
課 語彙 漢字 各国語の（　　）にある補足説明

21 あし 足
21 ながい 長い
21 みじかい 短い
21 せが　たかい 背が高い
21 せが　ひくい 背が低い
21 こえ 声
21 あたま 頭
21 しっぽ
21 ふとい 太い
21 からだ 体
21 ことば 言葉
21 うで 腕
21 むね 胸
21 おなか
21 せなか 背中
21 こし 腰
21 （お）しり （お）尻
21 まゆ 眉
21 め 目
21 はな 鼻
21 ひげ
21 は 歯
21 かた 肩
21 みみ 耳
21 くび 首
21 つめ 爪
21 ゆび 指
21 おねがい お願い
21 ～より
21 わかい 若い
21 としうえ 年上
21 なんじかん 何時間
21 トマト
21 どうろ 道路
21 あぶない 危ない
21 あんぜん（な） 安全（な）
21 いらっしゃいませ。 店員が客を迎える時の言い方

21 コート
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21 エム（Ｍ)(サイズ）
21 ～ごう ～号 服のサイズ

21 おきゃくさま お客様 店員が客に対して呼びかける言葉

21 おにあい お似合い 客に対する言葉。服などがその人に合っていること

21 サイズ
21 ちょうど
21 そで 袖
21 うーん。
21 そうですね。
21 では 「それでは」の略

21 ランチ
21 メニュー
21 わあ 驚いたり感動したりした時に出す声

21 こんど 今度
22 どちら
22 ほう（～のほう～）
22 ジェイアール（ＪＲ） Japan Railway Company

22 どちらも
22 おなじ 同じ
22 しゅうり 修理
22 うかがいます 伺います
22 つごうが　いい 都合がいい
22 つよい 強い
22 いなか 田舎
22 ずっと
22 くうき 空気
22 クラス
22 じんこう 人口
22 おおい 多い
22 きせつ 季節
22 ゲームソフト
22 この　ちかく この近く
22 すくない 少ない
22 ふるさと 出身の町

22 そば
22 さきます 咲きます
22 なべりょうり 鍋料理
22 こがた（ほうそうぶつ） 小形（包装物）
22 だいじょうぶ（な） 大丈夫（な）
22 ～キロ キロメートル・キログラムの略

22 ～センチ センチメートルの略

22 おいそぎ お急ぎ 客に対する言葉

22 こうくうびん 航空便
22 イーエムエス（ＥＭＳ） Express Mail Service（国際スピード郵便）
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22 ちょっと
22 おそい 遅い
22 サル（ＳＡＬ）びん ＳＡＬ便
22 ふなびん 船便
22 スパイス
22 しゅるい 種類
22 へえ 感心したり、驚いたり、あきれたりする時に出す声

22 ます・けい ます・形 動詞の活用形

22 じしょ・けい 辞書・形 動詞の活用形

23 あかるい 明るい
23 くらい 暗い
23 さびしい 寂しい
23 じしん 地震
23 ニュース
23 こわい 怖い
23 みんな
23 よかったですね。
23 だいぶつ 大仏
23 はなび 花火
23 のぼります 登ります
23 きたない 汚い
23 うんてんめんきょ 運転免許
23 しけん 試験
23 しやくしょ 市役所
23 みどり 緑
23 けしき 景色
23 すばらしい 素晴らしい
23 サービス
23 ステーキ
23 かぶき 歌舞伎
23 ひので 日の出
23 もちつき 餅つき
23 きね
23 （お）もち （お）餅 米を蒸してついたもの

23 やわらかい 柔らかい
23 きもの 着物
23 きます［きものを～］ 着ます［着物を～］
23 うまれます 生まれます
23 むかし 昔
23 はたけ 畑
23 たけのこ
23 きのこ
23 とります［たけのこを～]
23 こくさいこうりゅう 国際交流
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どうしのグループ グループ
24 て・けい て・形 動詞の活用形

24 あけます 開けます
24 しめます 閉めます
24 すわります 座ります
24 たちます 立ちます
24 よびます 呼びます
24 まちます 待ちます
24 いそぎます 急ぎます
24 とめます［くるまを～] 止めます［車を～］
24 つけます［でんきを～] つけます［電気を～］
24 けします 消します
24 いいます 言います
24 しにます 死にます
24 みせます 見せます
24 てつだいます 手伝います
24 まど 窓
24 ちず 地図
24 コピーします
24 とります［さとうを～］ 取ります［砂糖を～］
24 りょこう 旅行
24 いいですよ。 相手の依頼を受ける表現

24 きゅうきゅうしゃ 救急車
24 ママ
24 しゅくだい 宿題
24 けしゴム 消しゴム
24 もちます 持ちます
24 でんき 電気
24 たすかります 助かります
24 けっこうです。 申し出を断る表現

24 ならべます 並べます
24 こくばん 黒板
24 シーディー（ＣＤ）プレーヤー
24 びようし 美容師
24 カットします
24 シャンプーします
24 トリートメントします
24 ブローします
24 セットします
24 カラーします
24 パーマ
24 かけます［パーマを～]
24 ～だけ 限度・程度を表す

24 おすき（な） お好き（な） 「好き」の客に対する言い方
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24 スタイル
24 かんじ 感じ
24 わかりました。 分かりました。
24 さきに 先に
24 シャンプーだい シャンプー台
24 しりょう 資料
24 かいぎ 会議
24 つかいます 使います
24 エーよん（Ａ４） 用紙サイズ

24 エーさん（Ａ３） 用紙サイズ

24 なんぶ 何部 印刷物や書物の数を問う疑問詞

24 ～ぶ ～部 印刷物や書物に使う助数詞

24 ホッチキス
24 とめます［ホッチキスで～］ 留めます［ホッチキスで～］
24 コの　じ コの字
24 しょうかいします 紹介します
25 けんかします
25 せつめいします 説明します
25 うたいます 歌います
25 すいます 吸います
25 ひきます［ピアノを～] 弾きます［ピアノを～］
25 はしります 走ります
25 なきます 泣きます
25 おどります 踊ります
25 わらいます 笑います
25 しゃちょう 社長
25 かいぎしつ 会議室
25 ほいくえん 保育園
25 ピアノ
25 ブランコ
25 すべりだい 滑り台
25 すなば 砂場
25 クラブ ダンスをしたり、お酒を飲んだりするところ

25 ～ちゅう ～中
25 スーツ
25 スカート
25 はきます 履きます
25 ティー（Ｔ）シャツ
25 セーター
25 ワンピース
25 くつした 靴下
25 かぶります
25 ベルト
25 イヤリング
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25 ネックレス
25 かけます［めがねを～] かけます［眼鏡を～］
25 ズボン
25 バッグ
25 みずいろ 水色
25 ワイシャツ
25 ほんとうは 本当は
25 コンタクトレンズ
25 はだし
25 （お）けしょうします （お）化粧します
25 ほんとうですか。 本当ですか。
25 おび 帯 和装の時に腰に巻いて、結ぶもの

25 たび 足袋 和装の時の靴下

25 ぞうり 草履 和装の時の履物

25 ゆかた 浴衣 主に湯上がりや夏に着る着物

25 げた 和装の時の履物

25 ジーンズ
25 おまたせして　すみません。 お待たせしてすみません。
25 さあ 何かを始める時に発する言葉

25 これから
25 てんちょう 店長
25 まえ 前
25 アルバイト
25 しんぱい（な） 心配（な）
25 きっと
25 まず
25 ウェイトレス
25 せいふく 制服
26 すみます 住みます
26 どくしん 独身
26 しります 知ります
26 じどうしゃ 自動車
26 コンピューター
26 おべんとうや お弁当屋
26 おにぎり
26 しゅう 週
26 ～かい ～回 回数に使う助数詞

26 りょうりきょうしつ 料理教室
26 かお 顔
26 あらいます 洗います
26 みがきます［はを～] 磨きます［歯を～］
26 うがい
26 きがえます 着替えます
26 でかけます 出かけます
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26 たいそう 体操
26 すいか
26 ひるやすみ 昼休み
26 おろします 下ろします
26 きって 切手
26 はります［きってを～] 貼ります［切手を～］
26 だします［てがみを～] 出します［手紙を～］
26 インターネット
26 ええと 次に言うことを考えている時の言葉

26 ホール
26 ていねい（な） 丁寧（な）
26 けいご 敬語
26 がんばります 頑張ります
26 それでは
26 じきゅう 時給
26 ずっと
26 （ご）りょうしん （ご）両親
26 まご 孫
26 ちゅうがっこう 中学校
26 やります［サッカーを～］
26 あるきます 歩きます
27 のります 乗ります
27 おります 降ります
27 のりかえます 乗り換えます
27 つきます［えきに～］ 着きます［駅に～］
27 はいります［へやに～] 入ります［部屋に～］
27 でます［へやを～] 出ます［部屋を～］
27 たいしかん 大使館
27 いりぐち 入口
27 ぬぎます 脱ぎます
27 ベンチ
27 はいります［ふろに～] 入ります［ふろに～］
27 きゅうこう 急行
27 どうやって
27 せんたくもの 洗濯物
27 ほします 干します
27 よやくします 予約
27 はいしゃ 歯医者
27 はじめます 始めます
27 おきます［にもつを～] 置きます［荷物を～]
27 ローマじ ローマ字
27 いいです
27 かいます［ペットを～］ 飼います［ペットを～］
27 ペット
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27 きんし 禁止
27 かちょう 課長
27 さわります 触ります
27 すてます 捨てます
27 うんてんします 運転します
27 とめます［ちゅうしゃじょうに～］ 停めます［駐車場に～］
27 びじゅつかん 美術館
27 ちょうこく 彫刻
27 ピアス
27 せきゆストーブ 石油ストーブ
27 ふどうさんや 不動産屋
27 でんきストーブ 電気ストーブ
27 あんないします 案内します
27 はくぶつかん 博物館
27 えだまめ 枝豆
27 ゆでます
27 おゆ お湯
27 わきます 沸きます
27 いれます［しおを～］ 入れます［塩を～］
27 かけます［しおを～] かけます［塩を～］
27 じゅんばん 順番
27 ボール
27 かかりいん 係員
27 じゆうに 自由に
27 ルール
27 まもります 守ります
27 グラウンド
27 そと 外

ふくしゅう１ ほそい 細い
ふくしゅう１ よわい 弱い
ふくしゅう１ かたい 硬い
ふくしゅう１ かいけい 会計
ふくしゅう１ はやく 早く

28 うえ［～の　こ］ 上［～の子］
28 こ 子
28 した［～の　こ］ 下［～の子］
28 ハイキング
28 こうちょうせんせい 校長先生
28 ちからもち 力持ち
28 おしゃべり（な）
28 おしゃれ
28 はなし 話
28 かたち 形
28 まる 丸
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28 まるい 丸い
28 しかく 四角
28 しかくい 四角い
28 さんかく 三角
28 わすれます 忘れます
28 ～がいしゃ ～会社
28 きん 金
28 ～いろ ～色
28 しゅくじつ 祝日
28 きゅうりょう 給料
28 やくそく 約束
28 すきます
28 ゆっくり
28 ぶどう
28 たいわん 台湾
28 かわ 皮
28 たね 種
28 み 実
28 ざいりょう 材料
28 ソース
28 よろこびます 喜びます
28 ドア
28 しょうじ 障子 木の枠に白い紙を貼った部屋の仕切り戸

28 ふすま 木の枠に布や紙を貼った部屋の仕切り戸

28 ガイド
28 いろいろ
28 それは　よかったですね。
28 かいご 介護
28 （お）としより （お）年寄り
28 （お）せわ （お）世話
28 アイロン
29 びょうき 病気
29 いたい 痛い
29 ねつ 熱
29 せき
29 でます［せきが～] 出ます［せきが～］
29 しょくよく 食欲
29 きもち 気持ち
29 はきます 吐きます
29 げり 下痢
29 べんぴ 便秘
29 かゆい
29 けが
29 ほね 骨
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29 おります［ほねを～] 折ります［骨を～］
29 どう　しましたか。
29 のど
29 ～ど ～度 温度を表す単位

29 だるい
29 だします［くすりを～] 出します［薬を～］
29 アレルギー
29 ～か ～科
29 さんふじんか 産婦人科
29 がんか 眼科
29 じびか 耳鼻科
29 ないか 内科
29 げか 外科
29 しょうにか 小児科
29 ひふか 皮膚科
29 しか 歯科
29 ない・けい ない・形 動詞の活用形

29 つけます［くすりを～] つけます［薬を～］
29 だします［こえを～] 出します［声を～］
29 しんぱいします 心配します
29 かまいませんよ。 構いませんよ。
29 こわれます 壊れます
29 たいせつ（な） 大切（な）
29 しょるい 書類
29 こうじ 工事
29 もんしんひょう 問診票
29 ねんれい 年齢
29 まちあいしつ 待合室
29 しんさつしつ 診察室
29 けんさ 検査
29 （けんこう）ほけんしょう （健康）保険証
29 しんさつけん 診察券
29 しょほうせん 処方せん
29 しょしん 初診
29 おまちください。 お待ちください。
29 よこに　なります 横になります
29 かぜ 風邪
29 ありがとうございました。
29 やっきょく 薬局
30 わけます 分けます
30 おぼえます 覚えます
30 ～がわ ～側
30 まいつき 毎月
30 はらいます 払います
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30 マナーモード
30 シートベルト
30 カップラーメン
30 ～かん ～間
30 しょくじ 食事
30 だします［ごみを～] 出します［ごみを～］
30 つごうが　わるい 都合が悪い
30 れんしゅうします 練習します
30 チップ
30 わたします 渡します
30 きっぷ 切符
30 おとな 大人
30 ～ぶん ～分
30 じぶんで 自分で
30 まがります 曲がります
30 とまります 止まります
30 まっすぐ
30 みち 道
30 おべんとう お弁当
30 なまごみ 生ごみ
30 プラスチック
30 アニメ
30 じゅんびします 準備します
30 どにち 土日
30 にんきが　あります 人気があります
30 せきどめ せき止め
30 やめます［くすりを～] やめます［薬を～］
30 カプセル 薬の形状

30 こうせいぶっしつ 抗生物質 薬の種類

30 い 胃
30 むりします 無理します
31 できます［えいごが～] できます［英語が～］
31 フランス
31 スペイン
31 つる 鶴
31 おります［おりがみを～］ 折ります［折り紙を～］
31 たまごやき 卵焼き 鶏卵をかき混ぜて味をつけたものを焼いた料理

31 プール
31 ～メートル
31 がっき 楽器
31 てんいん 店員
31 ドライバー
31 マッサージし マッサージ師
31 ヘルパー 身体の介護や家事サービスを行う人
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31 かんごし 看護師
31 べんごし 弁護士
31 アニメーター
31 しんぶんきしゃ 新聞記者
31 ざっしきしゃ 雑誌記者
31 デザイナー
31 かんこうガイド 観光ガイド
31 つうやく 通訳
31 めんせつ 面接
31 あいさつ 挨拶
31 かいわ 会話
31 にちじょうかいわ 日常会話
31 にゅうりょくします 入力します
31 うんてん 運転
31 そのほか
31 こと
31 ～など
31 なんでも 何でも
31 にほんしゅ 日本酒
31 れきし 歴史
31 しょうせつ 小説
31 ダンス
31 バーベキュー
31 きゅうじつ 休日
31 もうしわけ　ありません。 申し訳ありません
31 げんきん 現金
31 すいどう 水道
31 もちろん
31 なんさつ 何冊
31 ～さつ ～冊 書物などに使う助数詞

31 あずけます 預けます
31 たくはい 宅配
31 クリーニング
31 レンタカー
31 サーフィン
31 このあいだ この間
31 しばふ 芝生
31 センターハウス
31 そうそう 忘れていたことをふと思い出した時の言葉

31 ひろば 広場
31 どうぐ 道具
32 た・けい た・形 動詞の活用形

32 はなみ 花見
32 はずかしい 恥ずかしい
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32 たこやき たこ焼き
溶いた小麦粉にゆでたたこを刻んで入れ、型に流して球形
に焼いた料理

32 ゴルフ
32 ぞう 象
32 うめサワー 梅サワー
32 いちども 一度も
32 ふゆやすみ 冬休み
32 できます［ごはんが～] できます［ご飯が～］
32 にんじん
32 さかあがり 逆上がり
32 ちゅうしゃじょう 駐車場
32 ドリアン
32 ボランティア
32 おせちりょうり おせち料理 正月用の料理

32 にしめ 煮しめ 野菜などを濃い味で煮た料理

32 くりきんとん くりやサツマイモの餡にゆでた栗を混ぜた料理

32 くろまめ 黒豆 黒い豆に味つけして煮た料理

32 にます 煮ます
32 いつか
32 じてんしゃや 自転車屋
32 パンクします
32 しゅうりします 修理します
32 ゆうがた 夕方
33 クイズ
33 ビンゴ
33 のりまき のり巻き のりで巻いた寿司

33 ひるね 昼寝
33 コピー
33 でんわりょうきん 電話料金
33 たてもの 建物
33 サッカーチーム

33 はいります［サッカーチームに～］
入ります［サッカーチームに
～］

33 マフラー
33 かならず 必ず
33 しらべます 調べます
33 ガス
33 れんらくします 連絡します
33 がいこく 外国
33 だいがく 大学
33 りゅうがくします 留学します
33 パジャマ
33 たいふう 台風
33 レジ
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33 おやこ 親子
33 えんそく 遠足 学校などで行う日帰りの集団遠出の活動

33 おしらせ お知らせ
33 ひにち 日にち
33 ばしょ 場所
33 もちもの 持ち物
33 すいとう 水筒
33 おやつ
33 レジャーシート
33 タオル
33 ふくそう 服装
33 たいそうふく 体操服
33 しゅうごうばしょ 集合場所
33 もん 門
33 ～まえ ～前
33 しゅうごうじかん 集合時間
33 かいさんじかん 解散時間
33 しゅうごうします 集合します
33 つれて　いきます 連れて行きます
33 スケジュール
33 こうま 子馬
33 いけ 池
33 みずあそび 水遊び
33 もって　いきます 持って行きます
33 しょっき 食器
33 かたづけます 片づけます
33 あんしんします 安心します
33 きがえ 着替え

ふくしゅう２ おそく 遅く
ふくしゅう２ パンツ
ふくしゅう２ さんぽ 散歩

34 （お）まつり （お）祭り

34 ぼんおどり 盆踊り
主に８月15日前後に行われる祭りで老若男女が集まって踊
る踊り

34 うん
34 ううん
34 ゆうべ
34 おさいふ お財布
34 いい
34 ごめん 「ごめんなさい」のくだけた言い方

34 てんらんかい 展覧会
34 やります［てんらんかいを～］ やります［展覧会を～］
34 コンサート
34 めうえ 目上
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34 やっと
34 なおります 治ります
34 きを　つけます 気をつけます
34 きおん 気温
34 ガールフレンド
34 つかれます 疲れます
34 ほんと。 「ほんとう」のくだけた言い方

34 しあい 試合
34 ざんねん（な） 残念（な）
34 ようじ 用事
34 また
34 さそいます 誘います
34 いります 要ります
34 ふとります 太ります
34 ミルク
34 におい 匂い
35 オリンピック
35 パンダ
35 とし 年
35 あります［オリンピックが～]
35 てつぼう 鉄棒
35 でんわします 電話します
35 おすし
35 ながそで 長袖
35 マイバッグ 買い物袋として持参する袋

35 レジぶくろ レジ袋 買い物袋としてスーパーやコンビニでもらう袋

35 まっくら 真っ暗
35 ケーキや ケーキ屋
35 いちご
35 あがります［うちに～] 上がります［うちに～］
35 だれか
35 しょうがくせい 小学生
35 ダンスクラブ
35 ばん 晩
35 ちゅうがくせい 中学生
35 こうこうせい 高校生
35 テレビゲーム
35 ナンプラー タイの調味料

35 トムヤムクン タイの料理名

35 もと
35 タイカレー
35 ペン
35 アイデア
35 そうかくすう 総画数
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35 さくら 桜
35 ～かく ～画 漢字の画数に使う助数詞

35 ぶしゅ 部首 漢字を構成する共通部分

35 きへん 木へん 漢字の部首名

35 さがします
35 てがきにゅうりょく 手書き入力
36 なります
36 （お）かねもち （お）金持ち
36 だんだん
36 うんてんしゅ 運転手
36 みえます 見えます
36 きこえます 聞こえます
36 じ 字
36 せき 席
36 しょうぼうしゃ 消防車
36 サイレン
36 おくじょう 屋上
36 かじ 火事
36 あっ 驚いたり感動したりした時などに思わず発する言葉

36 むこうに 向こうに
36 けむり 煙
36 ラジオ
36 おと 音
36 とおく 遠く
36 おします 押します
36 あきます 開きます
36 しまります 閉まります
36 ランプ
36 つきます［ランプが～]
36 ボタン
36 もう　いちど もう一度

36 きえます［エアコンが～] 消えます［エアコンが～］

36 やせます 痩せます
36 は 葉
36 でんげん 電源
36 いれます［でんげんを～］ 入れます［電源を～］
36 プレイ ＣＤプレーヤーの表示ボタン

36 つまみ
36 まわします 回します
36 でます［おとが～] 出ます［音が～］
36 スープ
36 ちょうみりょう 調味料
36 さいきん 近
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36 けんさします 検査します
36 つぎ 次
36 きんし 近視
36 つぎに 次に
36 はっきり
36 ひつよう（な） 必要（な）
37 もし
37 おく 億
37 たからくじ 宝くじ
37 あたります 当たります
37 せかいりょこう 世界旅行
37 たてます 建てます
37 にわ 庭
37 でんきじどうしゃ 電気自動車
37 ふります 降ります
37 ひさしぶりに 久しぶりに
37 たります 足ります
37 がまんします 我慢します
37 インフルエンザ
37 まに　あいます 間に合います
37 ながいき 長生き
37 こいびと 恋人
37 タイムマシン
37 ひろいます 拾います
37 そつぎょうします 卒業します
37 ひ 火
37 アイティー（ＩＴ）エンジニア
37 タイムカード
37 こまかい 細かい
37 なくします 無くします
37 カレンダー
37 コールセンター 電話サービスの窓口

37 なくなります 亡くなります
37 （お）そうしき （お）葬式
37 おまいりします お参りします
37 ちゃしつ 茶室
37 まっちゃ 抹茶
37 にゅういんします 入院します
37 へん（な） 変（な）
37 はなたば 花束
37 ほとけさま 仏様 主に家の中の仏壇を指す

37 （お）はか （お）墓
37 こまります 困ります
37 いつでも
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38 くれます
38 ねんがじょう 年賀状
38 クリスマス
38 えはがき 絵葉書
38 ペンダント
38 めずらしい 珍しい
38 ハンカチ
38 みかん
38 にんぎょう 人形
38 おまもり お守り
38 みなさん 皆さん
38 はこびます 運びます
38 むかえに　きます 迎えに来ます
38 だれも
38 にちじ 日時
38 かいもの 買い物
38 かみコップ 紙コップ
38 すみませんね。
38 ざんぎょう 残業
38 パンフレット
38 ずいぶん 随分
38 ツアー
38 カウンター
38 ぼく 僕 男性が自分のことをさしていう言葉

38 つきあいます
39 おもいます 思います
39 ふつうけい 普通形 文体の形

39 ていねいけい 丁寧形 文体の形

39 ～ご ～後
39 うちゅうりょこう 宇宙旅行
39 べつ 別
39 ベスト
39 ～ばん ～番 順序を表す助数詞

39 ばんぐみ 番組
39 ～に　ついて
39 まんが 漫画
39 たたみ 畳 和室の床に敷くもの

39 ぶっか 物価

39 そうですか。
相手の言葉に対する軽い疑い・迷い・驚きなどの気持ちを
表す言葉

39 いけん 意見
39 なっとう 納豆 蒸した大豆を発酵した食品

39 そうじ 掃除
39 びっくりします
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39 いっしょうけんめい 一生懸命
39 おこります 起こります
39 メッセージ
39 そうだんします 相談します
39 せかい 世界
39 せいかく（な） 正確（な）
39 じこ 事故
39 （ご）めいわく （ご）迷惑
39 こたえ 答え
39 やきざかな 焼き魚
39 てっぱんやき 鉄板焼き 肉・魚・貝・野菜などを鉄板の上で焼く料理

39 ぶたじる 豚汁 豚肉と野菜を入れたみそ味の汁

39 けんちんじる けんちん汁 野菜や豆腐などを入れたしょうゆ味の汁

39 やっぱり 「やはり」を強めた言い方

ふくしゅう３ ふた 蓋
ふくしゅう３ スイッチ
ふくしゅう３ ひきます［かぜを～] ひきます［風邪を～］
ふくしゅう３ おとします 落とします
ふくしゅう３ カード
ふくしゅう３ キャッチボール
ふくしゅう３ じこしょうかい 自己紹介

40 スイス
40 ところ 所
40 デートします
40 おもいだします 思い出します
40 ショートパンツ
40 まめ 豆
40 そんけいします 尊敬します
40 ～じゅう ～中
40 ぜんぶで 全部で
40 なんキロ 何キロ
40 けいさんします 計算します
40 こめ 米
40 うります 売ります
40 まじめに 真面目に
40 むら 村
40 まずしい 貧しい
40 たすけます 助けます
40 やめます［しごとを～] 辞めます［仕事を～］
40 おどろきます 驚きます
40 てんもんがく 天文学
40 ただしい 正しい
40 きょり 距離
40 はかります 測ります
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40 とうとう
40 なかま 仲間
40 しゅっぱつします 出発します
40 おげんきで。 お元気で。 その地を発つ人にかける言葉

40 いっぽ 一歩 歩いたひと足

40 かぞえます 数えます
40 なんセンチ 何センチ
40 なんかいも 何回も
40 ～ほ・～ぽ ～歩 足数を数える助数詞

40 たいら（な） 平ら（な）
40 かいがん 海岸
40 たてます 立てます
40 ひも
40 ほし 星
40 かんさつ 観察
40 きょうりょくします 協力します
40 じんじゃ 神社
40 おいのりします お祈りします
40 うまく　いきますように。
40 びょうきに　なりませんように。 病気になりませんように。
40 わたります 渡ります
40 ひがしにほん 東日本 日本の東半部の地域

40 えらい 偉い
40 たび 旅
40 かかります
40 くるしい 苦しい
40 とちゅうで 途中で
40 ぐあい 具合
40 かんせいします 完成します
40 ちきゅう 地球
40 ～しゅう ～周 あるもののまわりをまわる回数を表す数助詞

文字 3 とめ
文字 3 はね
文字 3 はらい
文字 3 だいがくせい 大学生
文字 4 たんぼ 田んぼ
文字 4 かに
文字 4 つります 釣ります
文字 5 ハンバーグ
文字 5 スニーカー
文字 5 ～さま ～様 「～さん」の丁寧な言い方

文字 8 つち 土
文字 8 つき 月
文字 8 おひさま
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文字 8 むし 虫
文字 9 ～ねんせい ～年生
文字 9 （お）とし （お）年
文字 9 いくつ 年齢を問う

文字 9 スポーツマン
文字 9 なまビール 生ビール
文字 9 みぎあし 右足
文字 10 した 舌
文字 12 アフリカ
文字 13 もん 門
文字 13 チーズ
文字 13 ユーフォー（ＵＦＯ）
文字 14 おに 鬼
文字 14 ふく 福
文字 14 うち 内
文字 14 にゅうがく 入学
文字 14 にゅうこく 入国
文字 14 しゅっこく 出国
文字 14 （お）あずけいれ （お）預け入れ
文字 14 （お）ひきだし （お）引き出し
文字 15 しょくぜん 食前
文字 15 しょくご 食後
文字 15 デザート
文字 15 みぎて 右手
文字 15 ひだりあし 左足
文字 15 のばします 伸ばします
文字 15 ぜんご 前後
文字 15 まげます 曲げます
文字 15 ～め ～目 順番を表す

文字 16 おさきに　しつれいします。 お先に失礼します。 先にその場を去る時の表現。

文字 16 おさきに　どうぞ。 お先にどうぞ。
文字 16 かね 鐘
文字 16 とき 時
文字 16 ないようやく 内用薬
文字 16 なんじょう 何錠
文字 16 しょっかん 食間
文字 16 ～じょう ～錠
文字 17 かたな 刀
文字 17 うし 牛
文字 17 はんぶん 半分
文字 18 ちから 力
文字 18 かた 方 「人」の丁寧な言い方

文字 18 だんせい 男性
文字 18 どなた 「だれ」の丁寧な言い方
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文字 18 ブラウス
文字 18 じょせい 女性
文字 18 だんし 男子
文字 18 じょし 女子
文字 18 しゃべります
文字 19 ほくせい 北西
文字 19 ほくとう 北東
文字 19 なんせい 南西
文字 19 なんとう 南東
文字 19 なんぼく 南北
文字 19 にしにほん 西日本 日本の西半部の地域

文字 19 しま 島
文字 19 かぜ 風
文字 19 ふきます 吹きます
文字 19 ちほう 地方
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