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あさ あいだ ぐあい たくあん ギア シェア 1.朝の挨拶は当たり前。

あお あさり しあげ からあげ ケア ジュニア 2.憧れのキャビアをイタリアで食べた。

あめ アフリカ ふあん おあいこ ココア イタリア 3.明日のアメリカとの試合が不安だ。

あり あこがれ エアコン おみあい シニア キャビア 4.後であなたの足の具合を見る。

いか いろり あいだ はいざら かい あたい 5.いかと貝を大量に買う。

いす いけん たいこ しいたけ さい ほうたい 6.茨城の大会は良い成績だった。

いみ いばらき かいわ かいがら よい うらない 7.忙しい時は一緒に座れない。

いわ いっぱい すいか えいぞう きたい たいかい 8.会話のいらない間柄はいい。

うし うきわ キウイ ろうそく あう せいよう 9．牛と馬を交換した。

うた うなぎ くうき おうえん よう だちょう 10.運動場の掃除をしよう。

うみ うんどう そうじ あやうい びよう さまよう 11.歌を歌って応援する。

うえ うれしい とうじつ こうかん うたがう がくしゅう 12.土用の丑の日にウナギを食べる。

えさ エアロビ かえる ほうえい つえ うったえ 13.カエルの餌をエビに替える。

えり えいえん なえば がんえん こえ うらごえ 14.遠慮する声が増える。

えど えきまえ ふえる ぼうえん まえ くちぶえ 15.駅前で支援を求める演説をする。

えいが えつらん しえん クエンさん いいえ うしろまえ 16.映画の放映権について訴えた。

おり おなか タオル せおう あお はなお 17.青森のコオロギは大きい。

おす おおきい ほおん やおもて しお みちしお 18.記憶をたよりに折り紙を折る。。

おわり おがくず いおう あおもり すがお あさがお 19.温泉は硫黄のにおいがする。

およぐ おりがみ きおく こおろぎ かつお しらうお 20.檻の中にオスの狼がいる。
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朝 間 具合 たくあん ギア シェア 1.朝の挨拶は当たり前。

青 あさり 仕上げ 唐揚げ ケア ジュニア 2.憧れのキャビアをイタリアで食べた。

雨 アフリカ 不安 おあいこ ココア イタリア 3.明日のアメリカとの試合が不安だ。

あり 憧れ エアコン お見合い シニア キャビア 4.後であなたの足の具合を見る。

いか 囲炉裏 間 灰皿 貝 値 5.いかと貝を大量に買う。

いす 意見 太鼓 しいたけ サイ 包帯 6.茨城の大会は良い成績だった。

意味 茨城 会話 貝殻 良い 占い 7.忙しい時は一緒に座れない。

岩 いっぱい すいか 映像 期待 大会 8.会話のいらない間柄はいい。

牛 浮き輪 キウイ ろうそく 会う 西洋 9．牛と馬を交換した。

歌 うなぎ 空気 応援 用 だちょう 10.運動場の掃除をしよう。

海 運動 掃除 危うい 美容 彷徨う 11.歌を歌って応援する。

上 嬉しい 当日 交換 疑う 学習 12.土用の丑の日にウナギを食べる。

餌 エアロビ 帰る 放映 杖 訴え 13.カエルの餌をエビに替える。

えり 永遠 苗場 岩塩 声 裏声 14.遠慮する声が増える。

江戸 駅前 増える 望遠 前 口笛 15.駅前で支援を求める演説をする。

映画 閲覧 支援 クエン酸 いいえ 後ろ前 16.映画の放映権について訴えた。

おり おなか タオル 背負う 青 鼻緒 17.青森のコオロギは大きい。

押す 大きい 保温 矢面 塩 満ち潮 18.記憶をたよりに折り紙を折る。。

終わり おがくず 硫黄 青森 素顔 朝顔 19.温泉は硫黄のにおいがする。

泳ぐ 折り紙 記憶 こおろぎ カツオ 白魚 20.檻の中にオスの狼がいる。
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