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がく がいとう はがね いがぐり しが はんが 1.好きな画家の水彩画を額に入れた。

がけ がいこく はがき こがらし ゆうが ばくが 2.香川の和菓子職人は腕を磨いた。

がか がいけん みがく せんがん うんが いがいが 3.科学博物館の館長になる。

がんか がいこう わがし にくがん しらが すいさいが 4.眼科医の日課は、洗顔と歯磨きだ。

ぎん ぎわく かぎり おぎなう もぎ おはぎ 5.麦茶で水分を補う。

ぎし ギター てぎわ むぎちゃ むぎ あいかぎ 6.ギタリストの技術に釘付けになる。

ぎそう ぎじゅつ なぎさ まぎれる かぎ ひいらぎ 7.手際よく葱を細切りにする。

ぎしき ぎんこう ねぎとろ めぎつね くぎ ぎょうぎ 8.ギリギリの位置に釘を打つ。

グミ グラス あぐら いぐすり きぐ てんぐ 9.具合が悪くなったら、すぐに胃薬を飲む。

ぐち グーグル わぐり シグナル かぐ ようぐ 10.グループごとに遊具で遊ぶ。

ぐん グループ りくぐん ちぐはぐ えのぐ ゆうぐ 11.文房具屋でグレーの絵の具を買う。

ぐあい ぐんじょう たいぐん かぐやひめ どうぐ ぶんぼうぐ 12.陸軍の軍曹が愚痴をこぼす。

げい げんご かげえ にげみち とげ あかげ 13.茂みの中にトカゲの影が見えた。

げか げんざい こげめ ナゲット かげ とかげ 14.赤毛のアンの劇に感激した。

げき げんかん しげみ はげまし ひげ おてあげ 15.迎賓館の歓迎会では言動に気を付ける。

げひん げんじょう だげき ぞうげん ゆげ しゃくなげ 16.外科医の励ましのおかげで元気になった。

ござ ごげん うごき げんごう あご ろんご 17.団子とリンゴをかごに入れる。

ごい ごかい きごう しんごう かご りんご 18.ござの上でゴロゴロする。

ごき ごうけい つごう でんごん ぼご だんご 19.ゴリラの豪快な動きはすごかった。

ごうか ゴロゴロ まごころ こんごう いなご にほんご 20.看護師は真心をこめて看護する。
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がく 街頭 はがね いがぐり 滋賀 版画 1.好きな画家の水彩画を額に入れた。

崖 外国 葉書 木枯らし 優雅 麦芽 2.香川の和菓子職人は腕を磨いた。

画家 外見 磨く 洗顔 運河 いがいが 3.科学博物館の館長になる。

眼科 外交 和菓子 肉眼 白髪 水彩画 4.眼科医の日課は、洗顔と歯磨きだ。

銀 疑惑 限り 補う 模擬 おはぎ 5.麦茶で水分を補う。

技師 ギター 手際 麦茶 麦 合鍵 6.ギタリストの技術に釘付けになる。

偽装 技術 渚 紛れる 鍵 ひいらぎ 7.手際よく葱を細切りにする。

儀式 銀行 ねぎとろ めぎつね 釘 行儀 8.ギリギリの位置に釘を打つ。

グミ グラス あぐら 胃薬 危惧 てんぐ 9.具合が悪くなったら、すぐに胃薬を飲む。

愚痴 グーグル 和栗 シグナル 家具 用具 10.グループごとに遊具で遊ぶ。

軍 グループ 陸軍 ちぐはぐ 絵の具 遊具 11.文房具屋でグレーの絵の具を買う。

具合 群青 大群 かぐや姫 道具 文房具 12.陸軍の軍曹が愚痴をこぼす。

芸 言語 影絵 逃げ道 とげ 赤毛 13.茂みの中にトカゲの影が見えた。

外科 現在 焦げ目 ナゲット 影 とかげ 14.赤毛のアンの劇に感激した。

劇 玄関 茂み 励まし ひげ お手上げ 15.迎賓館の歓迎会では言動に気を付ける。

下品 現状 打撃 草原 湯気 しゃくなげ 16.外科医の励ましのおかげで元気になった。

ござ 語源 動き 元号 あご 論語 17.団子とリンゴをかごに入れる。

語彙 誤解 記号 信号 かご りんご 18.ござの上でゴロゴロする。

語気 合計 都合 伝言 母語 だんご 19.ゴリラの豪快な動きはすごかった。

豪華 ゴロゴロ 真心 混合 いなご 日本語 20.看護師は真心をこめて看護する。
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