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かめ かいこ あかし こうかい あか たんか 1.川の近くで亀をつかまえた。

かき かかし しかし げんかい さか おかか 2.かかしの効果には限界がある。

かわ かいけい まやかし せいかい たか ひょうか 3.おかかをおかわりしたかった。

かや かかわる けいかい きょうかい ようか ここのか 4.介護の会議に参加した。

きん きけん うきわ ききとり あき こんき 5.雪道の危険性をしきりに訴える。

きみ きさき しきり きっきん しき そうじき 6.喫緊の課題は危険回避をすることだ。

きぬ きかく にきび もっきん ゆき きつつき 7.君の企画案を聞きたい。

キムチ きこく まきわり かんきつ うんき こうねんき 8.キツツキは根気よく木をつつく。

くし くかく おくる やくわり かく ランク 9.靴と靴下に名前を書く。

くつ くうき くくる がくせい きく さんかく 10.桜の俳句を2句考える。

くも くうこう さくら ぎくしゃく らく こうこく 11.韓国の空港まで送る約束をする。

くき くうかん やくそく かくとうぎ はいく かんこく 12.「楽勝だ」とたかをくくっていていた。

けん けんか かけい そけいぶ ロケ なづけ 13.ケンカに負けてケガをした。

けが けいこ ちけい つけもの まけ あまさけ 14.県警の警部に電話をかける。

ケシ けいけん とけい のけもの いけ ぬかづけ 15.景品に壁掛けの時計をもらった。

けいか けいこく こけい そんけい しつけ のどぼとけ 16.剣道の稽古で竹刀をよける。

ここ こじん ウコン がっこう かこ がんこ 17.今年の旅行は高知に行こう。

こし こゆび かこく こうこう はこ すのこ 18.トルコから親子そろって帰国した。

こけ こくもつ きこく かんこう とこ しゃこ 19.この穀物を箱に入れて運ぶ。

こけし コスタリカ しこう けんこう あんこ とびばこ 20.高校はこの学校に行こうと思う。
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亀 蚕 あかし 公開 赤 単価 1.川の近くで亀をつかまえた。

柿 かかし しかし 限界 坂 おかか 2.かかしの効果には限界がある。

川 会計 まやかし 正解 たか 評価 3.おかかをおかわりしたかった。

蚊帳 関わる 警戒 教会 八日 九日 4.介護の会議に参加した。

金 危険 浮き輪 聞き取り 秋 根気 5.雪道の危険性をしきりに訴える。

君 きさき しきり 喫緊 四季 掃除機 6.喫緊の課題は危険回避をすることだ。

絹 企画 にきび 木琴 雪 きつつき 7.君の企画案を聞きたい。

キムチ 帰国 薪割り 柑橘 運気 更年期 8.キツツキは根気よく木をつつく。

くし 区画 送る 役割 描く ランク 9.靴と靴下に名前を書く。

靴 空気 くくる 学生 聞く 三角 10.桜の俳句を2句考える。

雲 空港 桜 ぎくしゃく 楽 広告 11.韓国の空港まで送る約束をする。

茎 空間 約束 格闘技 俳句 韓国 12.「楽勝だ」とたかをくくっていていた。

券 けんか 家計 鼠径部 ロケ 名づけ 13.ケンカに負けてケガをした。

怪我 稽古 地形 漬物 負け 甘酒 14.県警の警部に電話をかける。

ケシ 経験 時計 のけもの 池 ぬか漬け 15.景品に壁掛けの時計をもらった。

経過 警告 固形 尊敬 しつけ 喉仏 16.剣道の稽古で竹刀をよける。

ここ 個人 ウコン 学校 過去 頑固 17.今年の旅行は高知に行こう。

腰 小指 過酷 高校 箱 すのこ 18.トルコから親子そろって帰国した。

こけ 穀物 帰国 観光 とこ 車庫 19.この穀物を箱に入れて運ぶ。

こけし コスタリカ 思考 健康 あんこ 跳び箱 20.高校はこの学校に行こうと思う。
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