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はし はあく おはぎ サハラ なは かれは 1.母はおはぎを箸で半分にする。

はも はかせ きはん ごはん はは どくは 2.初めての那覇は晴れていた。

はり はいけい ずはん こうはく このは でんじは 3.橋の幅を測ったら、80cmだった。

はばつ はんばい のはら ダイハツ もろは アルファは 4.博士はハキハキ話し始めた。

ひと ひがん アヒル けいひん あさひ いじひ 5.綱引きの景品はコーヒーだった。

ひな ひばり きひん てのひら もくひ きねんひ 6.飛行機はお昼までにタヒチに着く。

ひじ ひげそり タヒチ つなひき あるひ かんりひ 7.朝日も夕日も見える秘密の場所に行く。

ひも ひこぼし まひる コーヒー せきひ こうつうひ 8.手のひらで肘や膝をさする。

ふね ふるい いふく アフリカ タフ セリフ 9.古い財布は蓋が閉まらない。

ふた ふしぎ かふん サフラン ラフ オアフ 10.封筒に封をして、送付する。

ふき ふうとう ほふく ほうふつ はいふ おさいふ 11.冬の終わりに夫婦でふるさとを訪れた。

ふゆ ふれあい ひふか せいふく そうふ スカーフ 12.衣服にスカーフは含まれない。

ヘアー へいわ かへい おうへい にのへ ろくのへ 13.三戸町と五戸町は三戸郡にある。

へそ へんか ふへん かいへい ごのへ はちのへ 14.変なヘアスタイルと言ったら語弊がある。

へた へいせい しへい メルヘン いちのへ くのへ 15.ヘルシンキの平均気温は大変低い。

へちま ヘリウム たいへん バウムクーヘン さんのへ 16.平成に発行された紙幣と貨幣を集める。

ほし ほたて えほん よんほん とほ いなほ 17.ほたての保存方法を聞く。

ほご ほぞん さほう かいほう ほほ たいほ 18.警部補は放火犯逮捕の報告を誇りに思う。

ほら ほうぼく かほご ほうほう あほ けいぶほ 19.北海道でニホンカモシカが保護された。

ほうふ ほうこく にほん けいほう いかほ りっこうほ 20.個人情報保護のため、情報は本部に保管する。
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橋 把握 おはぎ サハラ 那覇 枯れ葉 1.母はおはぎを箸で半分にする。

はも 博士 規範 ご飯 母 読破 2.初めての那覇は晴れていた。

針 背景 図版 紅白 木の葉 電磁波 3.橋の幅を測ったら、80cmだった。

派閥 販売 野原 ダイハツ もろは アルファ波 4.博士はハキハキ話し始めた。

人 彼岸 アヒル 景品 朝日 維持費 5.綱引きの景品はコーヒーだった。

ひな ひばり 気品 手のひら 黙秘 記念碑 6.飛行機はお昼までにタヒチに着く。

肘 ひげ剃り タヒチ 綱引き ある日 管理費 7.朝日も夕日も見える秘密の場所に行く。

紐 ひこぼし 真昼 コーヒー 石碑 交通費 8.手のひらで肘や膝をさする。

船 古い 衣服 アフリカ タフ セリフ 9.古い財布は蓋が閉まらない。

ふた 不思議 花粉 サフラン ラフ オアフ 10.封筒に封をして、送付する。

ふき 封筒 ほふく 彷彿 配布 お財布 11.冬の終わりに夫婦でふるさとを訪れた。

冬 ふれあい 皮膚科 制服 送付 スカーフ 12.衣服にスカーフは含まれない。

ヘアー 平和 貨幣 横柄 にのへ ろくのへ 13.三戸町と五戸町は三戸郡にある。

へそ 変化 不変 開閉 ごのへ はちのへ 14.変なヘアスタイルと言ったら語弊がある。

下手 平成 紙幣 メルヘン いちのへ くのへ 15.ヘルシンキの平均気温は大変低い。

へちま ヘリウム 大変 バウムクーヘン さんのへ 16.平成に発行された紙幣と貨幣を集める。

星 ほたて 絵本 四本 徒歩 稲穂 17.ほたての保存方法を聞く。

保護 保存 作法 解放 ほほ 逮捕 18.警部補は放火犯逮捕の報告を誇りに思う。

ほら 放牧 過保護 方法 あほ 警部補 19.北海道でニホンカモシカが保護された。

豊富 報告 にほん 警報 伊香保 立候補 20.個人情報保護のため、情報は本部に保管する。
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