
回 No 漢字語 読み 『新完全マスター漢字N2』 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 
7 覆う おおう くつがえす 

21 弾く ひく はずむ たま 

33 脅かす おどかす 
おびやかす、 
おどす 

38 跳ぶ とぶ はねる 

7 盛る もる さかんな さかり 

16 滑る すべる なめらかな 

38 怠ける なまける おこたる 

40 焦げる こげる あせる 

47 跳ねる はねる とぶ 

1 負う おう まける 

4 担う になう かつぐ 

11 背く そむく せ、せい 

15 担ぐ かつぐ になう 

18 逃す のがす にげる 

20 著す あらわす いちじるしい 

22 明かす あかす あかるい、あきらかな、あける 

23 生かす いかす 
いきる、うまれる、はえる、き、 
なま 

はやす いける 

25 生やす はやす 
いきる、うまれる、はえる、き、 
なま 

いかす いける 

27 交わす かわす まざる まじわる 

28 冷やかす ひやかす つめたい、さめる、ひえる 

29 断つ たつ ことわる 

35 歩む あゆむ あるく 

40 危ぶむ あやぶむ あぶない あやうい 

6 勝る まさる かつ 

11 連なる つらなる つれる 

12 交わる まじわる まざる かわす 

13 老いる おいる ふける 

14 強いる しいる つよい 

17 重んじる おもんじる かさなる 

18 帯びる おびる おび 

19 省みる かえりみる はぶく 

20 試みる こころみる ためす 

23 映える はえる うつる 

26 生ける いける 
いきる、うまれる、 
はえる、き、なま 

いかす、 
はやす

　

28 更ける ふける さらに 
ふかす 
（よふかし） 

29 老ける ふける おいる 

34 和らげる やわらげる なごやかな 

39 訪れる おとずれる たずねる 

40 値する あたいする ね あたい 

18 脅す おどす おどかす おびやかす 

23 覆す くつがえす おおう 

25 脅かす おびやかす おどかす おどす 

30 弾む はずむ ひく たま 

1回 

2回 

第１部　訓読み　複数の訓読みのまとめ 

複数の訓読みがある漢字について、他の訓読みを学習する回が分かるように、一覧で示した。 

3回 

4回 

5回



回 No 漢字語 読み 『新完全マスター漢字N2』 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 

1 焦る あせる こげる 

7 偽る いつわる 
にせ 
（にせもの） 

8 怠る おこたる なまける 

20 染みる しみる そめる 

36 染める そめる しみる 

37 傷める いためる きず 

12 危うい あやうい あぶない あやぶむ 

16 厳しい きびしい おごそかな 

22 著しい いちじるしい あらわす 

30 汚らわしい けがらわしい きたない、よごれる 

32 平たい ひらたい たいら 

2 厳かな おごそかな きびしい 

6 盛んな さかんな もる さかり 

9 細やかな こまやかな ほそい、こまかい 

11 速やかな すみやかな はやい 

12 和やかな なごやかな やわらげる 

16 滑らかな なめらかな すべる 

18 月並みな つきなみな ならぶ、なみ ならびに 

20 我が わが われわれ 

21 来る きたる くる 

24 ～難い ～がたい むずかしい 

34 並びに ならびに ならぶ、なみ 
なみ 
（つきなみな） 

35 若しくは もしくは わかい 

11 柄 え がら 

21 我々 われわれ わ（わが） 

23 頭 かしら あたま 

26 地主 じぬし おも 

30 柄 がら え 
35 傷 きず いためる 
47 怒り いかり おこる 
49 過ち あやまち すぎる 

13 稲光 いなびかり いね 

19 浜辺 はまべ あたり 

26 稲 いね 
いな 
（いなびかり） 

50 道端 みちばた 
はし、は 
（はんぱ） 

6 角 つの かど 

15 弾 たま ひく はずむ 

26 値 あたい　 ね あたいする 

28 問屋 とんや とう 

38 偽物 にせもの いつわる 

39 夜更かし よふかし さらに ふける 

44 端 はし 
はた 
（みちばた） 

は
（はんぱ） 

50 盛り さかり もる さかんな 

52 半端 はんぱ 
はた 
（みちばた） 

はし 

55 音 ね おと 

57 初耳 はつみみ はじめ 

6回 

7回 

11回 

10回 

8回 

9回


