
あきらめる 以前 お疲れ様 患者 気が弱い 経歴
あきれる 依頼 お腹が空く 感動 気が強い 経済
あと 医師 お茶 感心 気にしない 経過
あなた 印鑑 お薦め 感情 気になる(気にかかる) 結婚
あふれる 員 お遊戯 感激 気を付ける 結婚式
ありがとう 妹 お酒を飲む 感謝 気分 結局
アイスクリーム 家 お願い 我慢する 気分がよい 結果
アイスコーヒー 居ない オレンジ 改札(駅) 気持ち 結論
アイディア 居る オレンジジュース 数 気持ち悪い 血圧
アドレス 急ぐ オーデコロン 書く 気温 血液
アニメ 意味 オートバイ 活動 気軽 血液型
アルバイト 池袋 オーバー 活発 汚い 見学
アンケート 炒める オープン 活躍 消える 計画
アンティーク 炒め物 同じ 海外旅行 球技 謙虚
上がる 生きる 多い 火曜日 疑問 警官
争う 育児 大晦日 片付け 着る 警察署
会う 色 弟 環境 着替え こと
危ない 行く 往復 看護師 禁止 この頃
厚い 要らない 応援 確認 禁煙 こらしめる
合う 言い訳 応用 簡単 競艇 これ(手の上の物を指す時)
和え物 言う 思い出す 紙 聞く これ(直接物を指す時)
安全 違反 思う 考える 行列 こんにちは
安定 遺伝 折る 肩こり 規則 こんばんは
安心 1 教える 肩書き 記念 ごちそうになる
安静 １ヶ月 教わる 花粉症 貴重 ごまかす
怪しい １分 泳ぐ 観光 近所 ごみ
愛 １時間 温泉 解約 金曜日 ごめんなさい
愛する １秒 終わり 買い物 金色 ごめんね
愛知 １週間 美味しい 買う 銀色 ご苦労様
慌てる 10000 脅す 貸す 銀行 ご飯
新しい うるさい 落ち着く 軽い 鍛える コピー
明け方 ウイスキー 行う 辛い 霧 コマーシャル
明後日 ウェイトレス 表 返してもらう 黄色 コミュニケーション
明日 ウォーキング 追う 通う 9 コンサート
暑い 動く 送る 重ねる 90 コンビ
暖かい 受け入れる 遅い 鏡 くじ引き コンビニ
朝 受付 遅れる 開店 ください コンピュータ
朝日 嘘 降りる 開発 ぐらい(～ぐらい) コーヒー
案 噂 面白い（興味） 関係(～関係) クリスマス ゴマすり
案内 失う 音楽 頑固 クレジットカード ゴルフ
歩み寄る 嬉しい 驚く 頑張って グルメ ゴールデンウィーク
汗 嬉しかった かかる(時間が) 頑張る グレー 交差
洗う 打ち合わせ かまわない 顔を洗う 偶然 交差点
浅い 植える かもしれない(～かもしれない) 風 加える 交換
温かい 浮気 から(～から) 香り 区別 交替
焦る 牛 かわいい きちんと 工夫 交通
熱い 疑う カクテル きっと 暗い 交通事故
相変わらず 移す カミソリ きれい 暮らし 交際
相性 美しい カレー キス 暮らす 今度
秋 運 カンパ キャンセル 曇り 個人
誤り 運動 乾く キャンプ 果物 公
赤 運命 乾杯 京都 比べる 公務員
赤ちゃん エスカレーター 乾燥 今日 繰り返す 公園
跡継ぎ エレベーター 介護 休憩 苦労 効果
遊び エンジン 代える 休日 薬 午前
遊ぶ 偉い 代わりに 傷つける 詳しい 午後
開ける 円 代わる 切る 闇 口話
集まる 営業 仮 北 靴下 合コン
雨 宴会 仮に 協力 黒 合格
青 延期 会社員 危険 ケーキ 告白
飽きる 延長 会計 喫煙 ゲーム 告白される
いいえ 影響 会議 喫茶店 下痢 告知
いいえ(どういたしまして) 映画鑑賞 体 基本 仮病 困る
いいですよ 栄光 借りる 基礎 元気 国際
いきいきする 栄養 傘 嫌い 券 壊れる
いきなり 絵 勝つ 季節 外科 婚約
いじめ 縁組み 勝手 客 契約 子供
いつ 衛生 可能 客船 怪我 孤独
いよいよ 遠慮 各駅 希望 憲法 小包
いろいろ 駅 回復 急行 携帯電話 工事
イライラする OK 壁 技術 景気 工場
インターネット おかしい 変わる 技術者(複数人数) 月曜日 幸福
インパクト おごり 学校 拒否 検定 後悔
一億 おごる 学生 拒絶 検査 後輩
一対 おしゃれ 家族 救急車 権利 心
一方 おとなしい 帰り 教師 欠勤 怖い
一緒 おはよう 帰る 既婚 消す(電気を) 戸籍
一緒に行く おまけ 彼 昨日 現金 故意
一致 お大事に 必ず 期待 研究 故障
今 お手上げ 快速 機会 経営 断る



校長 しまった 正直 推薦 蕎麦 注文(その２)
根本 シャツ 正面衝突(乗り物の) 数字 たとえ 注目
混む シャンパン 死ぬ 数学 たばこ 父
答える ショック 死亡 末っ子 たまたま 直接
米 ジェットコースター 死去 水曜日 だいたい 知識
紅茶 ジム 消防署 水泳 だけ(～だけ) 縮む
細かい ジャケット 湿っぽい 涼しい だます 茶
肯定 上司 湿度 砂 だらしない 調査
腰 上達 準備 素敵 だんだん(進む状態) 近い
興奮 主 状態 素敵な タイトル 近づく
言葉 主任 状況 素晴らしい タオル 遅刻
誤解 主婦 白 素直 タクシー乗り場 違う
豪華 事務 真実 薦める ダイアモンド 長女
超える 事実 知らない 透き通る ダイエット 長男
越える 事故 知る 過ぎる ダンプカー 駐車場
転ぶ 仕事 社交ダンス 鋭い 七夕 ついている
降参 仕方がない 社長 頭痛 代々 ついでに
香水 信じる 神社 せっかく 代理 ついに
骨折 信号 種類 ぜひ 体調 つけ足す
高校 信用 素人 セット 例えば つながる
高級 信頼 紹介 ゼリー 倒れる つなぐ
高血圧 冗談 終電 世界 助かる つまみ
高速道路 写真撮影 絞る 世話する 助ける つまり
5 処方箋 締め切り 先生 卵 ツアー
50 出世 縮小 先輩 台所 伝える
さっぱり 出勤 耳鼻科 先週 台風 使う
さようなら 出席 職場 制度 大丈夫 冷たい
さらに 出張 職業 咳 大事 土
サイズ 出発 自信 喘息 大切 強い
サッカー 十字 自己紹介 宣伝 大変(気持ちの表現) 追加
サボる 十字架 自慢 専攻 大変(物理的に忙しい時通じる
サラダ 叱る 自然 専用 大学 通訳
サンドイッチ 司会 自由 専門 大工 通販
サービス 商売 自由業 専門学校 大陸 連れて行く
下がる 嘱託 自転車 性格 宝 都合
作戦 四季 芝居 成功する 建物 釣り
先 四角 親しい 整列 担当 １日
再度 地元 親友 整理 楽しい できない
再生 地震 診察(を受ける) 洗濯 正しい できる(～できる)
参加 塩辛い 診療(を受ける) 清潔 畳 でたらめ
参考 士 証明する 生徒 短期大学 では
叫ぶ 失恋 試着 生活 短気 でも
咲く 失敗する 試験 節約 確かに テイクアウト
坂 失業 詳細 絶対 確かめる テニス
定める 女優 調べる 設計 第一 テラス
寂しい 始発 識別 説得 耕す テーマ
寒い 姿勢 資料 説明 脱出 デザイン
差 字幕 資格 責任 訪ねる デザート
探す 実は 資源 贅沢 試す デジタル
支えられる 実際 質問 迫る 誰 デパート
散歩 小児科 趣味 選手 退場 デート
最初 小学校 車道 0 退職 丁寧
最近 小数点 週刊誌 1000 退院 伝統
材料 就職 障害 そう 頼む 低血圧
残念 市役所 集中 そうでしょう?(同意・確認駄目 出会う
災害 常識 静かに そぐわない 高い(値段が) 出前
産婦人科 幸せ 順番(自分が関係しない時) そちら 黙る 天使
算数 弱点 順番(自分が関係する時) それでは ちぎる 天気予報
裁く 心臓 食欲 ソフト ちびちび 天皇
裁判 心配する 10 剃る ちょうど 天秤
裁縫 情勢 すぐに 卒業 ちょうどよい 定休日
誘う 情報 すごく 卒業式 チェック柄 定価
財布 承知 すみません 存在 チケット 定員
賛成 招待 する(～する) 尊敬 チャレンジ 定年
錯覚 指定 ずっと 尊重 チャーハン 定食
雑誌 指揮 ずれる 惣菜 中 寺
騒ぐ 支払い スキューバダイビング 想像 中学校 手に入る
3 支払う スタート 損 中華料理 手に入れる
30 新婚 ストレス 損失 地下鉄 手伝う
３０分 新聞 ストレート 損害 地図 手紙
しか(～しか) 新鮮 ストーカー 早退 地域 転倒
しかし 昇進 スパゲティー 染める 地球 転勤
した(～した) 時代 スポーツ 相続 小さい 転職
したい(～したい) 時間 スーツ 相談 抽選 電報
したばかり(～したばかり) 書棚 スープ 祖母 挑戦 電車
しつけ 書類 住む 祖父 昼食 とき(～のとき)
しつこい 条件 好き 空 朝食 とても上手
してください(～してください)条例 寿司 総合 治療(を受ける) どうして
しなければならない(～しなければならない正午 少し 育てる 注射 どこで?
しばらく 正月 少ない 葬式 注文(その１) どちら



トマト 入学式 林 プライバシー ぼける 港
トラック 入院 橋 プラス ホコリ 皆さん
トランプ 匂い 母 プラスチック ホッとする 短い
トンネル 妊娠 派手 プリン ホテル 緑
ドキドキする 庭 派遣 プリンター ホームヘルパー 耳鳴り
ドライブ 庭先 流行る プロ ホームページ 見た
丼 日曜日 測る プログラム ボタン 見つかる
倒産 日本 犯人 プロフィール ボランティア 見る
共働き 日本語 畑 プロポーズ ボーっとする 見合い
動物 日本酒 番号 プロレス ボーダー 見慣れない
友達 日間(２日間) 発表 不まじめ ボート 見本
取る(券など) 煮る 発表がある 不便 ボーナス 見栄
取引 苦い 発見 不倫 ボーリング 見渡す
同時 苦手 秤 不合格 ポイント 見透かす
同棲 虹 羽 不安 ポケット 認めない
同等 西 肺 不平 ポスター 認める
同級 逃げる 花 不幸 保健所 魅力
図書館 鈍い 花火 不快 保育 向かい合う
土曜日 2 話す 不思議 保育園 夢中
届く 20 販売 不景気 保育士 夢想
当分 ２４時間営業 速い 不服 保険 娘
当日 濡れる 8 不正 募金 息子
得 縫う 80 不況 報告 無地
得意 脱ぐ ひび 不満 宝石 無料
東京 ねえ ぴったり 不潔 放送 無理
泊まる ネクタイ ビール 二つとも 方向 無理をしない
灯台 値下げ ピアス 付属 方針 無駄
特に 値段 ピアノ 再び 本 矛盾
特別 寝坊 ピザ 冬 本屋 紫
特徴 年 ピンク 副 本当に 結ぶ
独身 年度 一筋 古い 本物 虫歯
登録 年金 久しい 含む 本番 迎える
盗難 年齢 久しぶり 含める 本籍 難しい
突然 捻挫 人々 吹雪 欲しい めまい
統一 根 否定 増える 歩道 メリハリ
統計 熱心 左 太る 法人 メーカー
読書 狙い 左側 封筒 法律 メール
豆腐 願う 左利き 布団 牧場 メールをもらう
逃走 のんびり 平等 振られる 補聴器 名誉
透明 上り坂 広い 振り返る 防止 命令
途中 乗り物 広げる 振る 防災 恵み
通り 受ける 引き換え 振替 骨 珍しい
道路 残る 引き算 振舞う まあまあ 面倒
飛ぶ 覗く 引く(計算時) 文 まぐれ 面接
ない 農業 必要 文化 まじめ も(～も)
なくなる(物など) はい 控え 普通 まずい もう
なぜ はじめて 日の出 服 また もう一度
なぜなら はじめまして 日帰り 札 またね もし
など(～など) はっきり 昼 深い まれ もっと
なるほど ハネムーン 昼休み 福 マイナス 儲ける
並ぶ ハンバーガー 暇 船 マナー 元
仲人 ハンバーグ 東 袋 任される 問診
仲間 バイキング 病気 部 任せる 戻す
何 バス停留所 病院 部長 前に 持ち物
何でも バラ 皮肉 防ぐ 前もって 持つ
何を? バルコニー 秘密 雰囲気 参る 文字
何時ですか? バレる 美人 震える 守る 木曜日
何月何日 バレンタインデー 美容師 風呂 待つ 求める
内容 バレーボール 美容院 へぇ 枕 物
内密 バーベキュー 美術館 ベイジュ 毎日 物語
内科 パスタ 表(グラフなど) ベッド 毎週 申し込む
内緒 パラソル 表情 ベテラン 混ぜる 盛り上がり
名前 パン 評判 ベランダ 満員 目標
夏休み パーティー 貧乏 ベルト 満席 目的
悩む パート 貧血 ペット 満腹 盲
治る 働く 避妊 下手 満足 やあ
流れ 判断 開きます 便利 負ける やけど
生意気 半分 飛行機 便秘 間もなく やったね!
直す 半額 100 別 間違える やっと
納得 博物館 １００万 勉強 みんな やはり
習う 反対 ぶつかる 塀 ミックス やり直す
難聴 反応 ファックス 変 ミルク やわらかい
7 反省 ファミリーレストラン 変換 南 優しい
70 場合 ファン 平日 右 安い(値段が)
になる(～になる) 場所 ファーストフード 平気 右側 家賃
にらむ 売買 フォーク 弁当 右利き 屋根
人気 始める フライパン 減る 味噌 山登り
任務 払う フリーター 返事 味方 役員
似る 春 ブランド 返事(受ける場合) 店 役立つ
似合う 晴れ プライド ほう 水色 痩せる



約束 連休
約束を破る 連絡する
薬局 ろう学校
辞める ローン
野球 廊下
ゆったり 録画
優先 6
勇気 60
夕方 わからない
夕食 わかる
夢 わざと
有名 わざわざ
有料 ワイン
油断 割り勘
許す 割る
遊園地 和食
郵便局 忘れる
雪 忘れ物
ようこそ 悪い
ようだ(～のようだ) 技
よろしくお願いします 渡る
予定 私
予想 脇目もふらず
呼ぶ 若い
喜ぶ
夜
容態
幼児
幼稚園
弱い
様子
洋食
用事
用意
良い
要するに
要求する
読む
酔う
酔っ払い
4
40
らしい(～らしい)
ライバル
ラーメン
来年
来週
リサイクル
リストラ
両方とも
両親
了解
利息
利益
履歴書
料理
料金
旅行
旅館
理由
理解
略歴
立派な
臨時
離婚
領収書
ルーズ
ルール
留守
留守番電話
類(～類)
レインボー
レシピ
レストラン
レスリング
レベル
例
冷蔵庫
礼儀
練習


