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1 ก. 食べる，飲む ข. 美味しい，旨い ค. 月，〜月（類別詞）

2 ก. 少し，ちょっと ข. （語調を柔らかくする表現として）～
ね・～よ

ค. トイレ，洗面所

3 ก. 大きい，重要な ข. お米，食事，稲 ค. 少し，ちょっと

4 ก. とても，たくさん ข. しかし，でも ค. 豚

5 ก. あの，その ข. 美味しい，旨い ค. 来る，（語尾につけて）～してきた

6 ก. トイレ，洗面所 ข. （語調を柔らかくする表現として）～
ね・～よ

ค. 1,000（数字）、巻く

7 ก. 車，自動車 ข. （価格が）高い ค. 本，文書

8 ก. （気温や温度などが）暑い，熱い ข. 何？・何の～？（疑問詞） ค. 要る､取る

9 ก. 部屋 ข. 問題ない，大丈夫 ค. 1,000（数字）、巻く

10 ก. 部屋 ข. 水，水分，汁状の物 ค. 年，〜年（類別詞）

11 ก. お米，食事，稲 ข. 美しい，きれいな ค. 来る，（語尾につけて）～してきた

12 ก. なぜ？・どうして？（疑問詞） ข. 1,000（数字）、巻く ค. 問題ない，大丈夫

13 ก. あの，その ข. 中国 ค. 猫

14 ก. 書く，記入する ข. ～と一緒に、～と ค. 月，〜月（類別詞）

15 ก. とても，たくさん ข. 来る，（語尾につけて）～してきた ค. 学校

16 ก. 少し，ちょっと ข. ゼロ（数字），センター，中心 ค. とても，たくさん

17 ก. 猫 ข. 年，〜年（類別詞） ค. お米，食事，稲

18 ก. 豚 ข. 何？・何の～？（疑問詞） ค. 美しい，きれいな

19 ก. 本，文書 ข. 鶏 ค. 父，お父さん

20 ก. 本，文書 ข. 何て？（会話で聞き直す時） ค. 日，～日（類別詞）

21 ก. 好む，よく～する ข. いくら？（疑問詞、値段や数値を聞く
時）

ค. 犬

22 ก. 川 ข. 話す，しゃべる ค. 豚

23 ก. 日，～日（類別詞） ข. 価格，値段 ค. 中国

24 ก. 価格，値段 ข. 良い ค. 大きい，重要な

25 ก. 要る､取る ข. 書く，記入する ค. いくら？（疑問詞、値段や数値を聞く
時）
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26 ก. 母，お母さん ข. 月，〜月（類別詞） ค. 中国

27 ก. 話す，しゃべる ข. 何て？（会話で聞き直す時） ค. 川

28 ก. 10,000（数字） ข. 辛い ค. 食べる，飲む

29 ก. ゼロ（数字），センター，中心 ข. あの，その ค. 鶏

30 ก. しかし，でも ข. 書く，記入する ค. （気温や温度などが）暑い，熱い

31 ก. ～したい ข. もしくは，それとも，～ですか？（疑問
詞）

ค. 買う，購入する

32 ก. （価格が）高い ข. 良い ค. ～したい

33 ก. 車，自動車 ข. 好む，よく～する ค. 犬

34 ก. なぜ？・どうして？（疑問詞） ข. もしくは，それとも，～ですか？（疑問
詞）

ค. 辛い

35 ก. この ข. 大きい，重要な ค. 年，〜年（類別詞）

36 ก. この ข. 価格，値段 ค. 買う，購入する

37 ก. （気温や温度などが）暑い，熱い ข. もしくは，それとも，～ですか？（疑問
詞）

ค. 水，水分，汁状の物

38 ก. この ข. ～と一緒に、～と ค. 10,000（数字）

39 ก. 鶏 ข. 買う，購入する ค. ～したい

40 ก. しかし，でも ข. 好む，よく～する ค. 美しい，きれいな

41 ก. 何？・何の～？（疑問詞） ข. 問題ない，大丈夫 ค. ゼロ（数字），センター，中心

42 ก. 日，～日（類別詞） ข. 猫 ค. 食べる，飲む

43 ก. 母，お母さん ข. （価格が）高い ค. 良い

44 ก. いくら？（疑問詞、値段や数値を聞く
時）

ข. （語調を柔らかくする表現として）～
ね・～よ

ค. 水，水分，汁状の物

45 ก. トイレ，洗面所 ข. 学校 ค. 車，自動車

46 ก. ～と一緒に、～と ข. 話す，しゃべる ค. 父，お父さん

47 ก. 母，お母さん ข. 美味しい，旨い ค. 学校

48 ก. 要る､取る ข. 父，お父さん ค. 何て？（会話で聞き直す時）

49 ก. 犬 ข. なぜ？・どうして？（疑問詞） ค. 辛い

50 ก. 10,000（数字） ข. 部屋 ค. 川


