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まめ まける うまみ たまご かま へちま １．窓の前でしまうまが止まる。

まち まりも とまる しまぐに うま すいま ２．甘い豆を丸いお皿に盛る

まど まるい きまり えだまめ ごま しまうま ３．今は睡魔に襲われていて、頭がまわらない。

マイク まいたけ あまい おしまい あたま おとしだま ４．迷子の馬を町で見守る。

みち みかん なみき おみこし あみ ねずみ ５．並木道ですみれを見るのが楽しみだ。

みせ みつもり すみれ かみだな すみ ぶきみ ６．紙の隅にミミズの絵を描いた。

みみず みそしる こみち うみへび かみ たのしみ ７．畳の見本と見積りを見る。

みほん みみずく つみき おみまい みみ かみだのみ ８．夏休みはおみこしを見るのを楽しみにしている。

むし むすめ さむい ぎむかん ガム ぬすむ 10.息子は麦茶を飲む。

むら むぎちゃ けむり かんむり のむ ほほえむ 11.ゲームに夢中で迎えを忘れた。

むね むちゅう おむつ ひやむぎ おうむ たくらむ 12.息子と娘は六つ離れている。

むかえ むいしき オムレツ おむこさん ゲーム クリーム 13.娘を見て、無意識にほほ笑む。

メモ めだか カメラ そうめん あめ あやめ 14.ため池でメスのメダカを見つけた。

メス めざまし しめい ためいけ こめ ななめ 15.雨の中、不明者を懸命に探す。

めあて めぐすり すめし せいめい うめ ふかづめ 16.メキシコでサメをカメラにおさめた。

めがね メキシコ ふめい けんめい さめ あいぞめ 17.爪を斜めに切ったら、深爪になった。

もも もえる すもも ぬくもり いも かるがも 18.スモモも桃も桃のうち

もり もっきん きもの いきもの かも こけもも 19.かもしかは森の生き物だ。

もち もうそう やもり こもれび しも さといも 20.木漏れ日のぬくもりが気持ちいい

もうふ もうれつ かもしか ともだち まりも あたかも 21.友達と着物で餅を丸める。
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豆 負ける 旨味 卵 鎌 へちま １．窓の前でしまうまが止まる。

町 まりも 止まる 島国 馬 睡魔 ２．甘い豆を丸いお皿に盛る

窓 丸い 決まり 枝豆 ごま しまうま ３．今は睡魔に襲われていて、頭がまわらない。

マイク 舞茸 甘い おしまい 頭 お年玉 ４．迷子の馬を町で見守る。

道 みかん 並木 おみこし 網 ねずみ ５．並木道ですみれを見るのが楽しみだ。

店 見積り すみれ 神棚 墨 不気味 ６．紙の隅にミミズの絵を描いた。

みみず 味噌汁 小道 ウミヘビ 紙 楽しみ ７．畳の見本と見積りを見る。

見本 みみずく 積み木 お見舞い 耳 神頼み ８．夏休みはおみこしを見るのを楽しみにしている。

虫 娘 寒い 義務感 ガム 盗む 10.息子は麦茶を飲む。

村 麦茶 煙 かんむり 飲む 微笑む 11.ゲームに夢中で迎えを忘れた。

胸 夢中 おむつ 冷や麦 オウム 企む 12.息子と娘は六つ離れている。

迎え 無意識 オムレツ お婿さん ゲーム クリーム 13.娘を見て、無意識にほほ笑む。

メモ めだか カメラ 素麺 雨 あやめ 14.ため池でメスのメダカを見つけた。

メス 目覚まし 氏名 ため池 米 斜め 15.雨の中、不明者を懸命に探す。

目当て 目薬 酢飯 生命 梅 深爪 16.メキシコでサメをカメラにおさめた。

めがね メキシコ 不明 懸命 サメ 藍染 17.爪を斜めに切ったら、深爪になった。

桃 燃える すもも 温もり 芋 かるがも 18.スモモも桃も桃のうち

森 木琴 着物 生き物 鴨 コケモモ 19.かもしかは森の生き物だ。

餅 妄想 やもり 木漏れ日 霜 里芋 20.木漏れ日のぬくもりが気持ちいい

毛布 猛烈 かもしか 友達 まりも あたかも 21.友達と着物で餅を丸める。
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