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1 一階 いっかい 26 外 そと 51 今月 こんげつ

2 話 はなし 27 楽しみ たのしみ 52 今週 こんしゅう

3 うんてん手 うんてんしゅ 28 間 あいだ 53 今日 きょう

4 お金 おかね 29 客 きゃく 54 今年 ことし

5 お寺 おてら 30 去年 きょねん 55 左 ひだり

6 お手洗い おてあらい 31 曲がります まがります 56 昨日 きのう

7 かんげい会 かんげいかい 32 禁煙 きんえん 57 三人 さんにん

8 けっこん式 けっこんしき 33 禁止 きんし 58 山 やま

9 来週 らいしゅう 34 金曜日 きんようび 59 使います つかいます

10 来年 らいねん 35 九月 くがつ 60 四月 しがつ

11 安い やすい 36 九時 くじ 61 四時間 よじかん

12 一人 ひとり 37 九分 きゅうふん 62 四時半 よじはん

13 一万 いちまん 38 兄 あに 63 姉 あね

14 右 みぎ 39 兄弟 きょうだい 64 子ども こども

15 円 えん 40 月曜日 げつようび 65 止めます とめます

16 下 した 41 見ます みます 66 私 わたし

17 下手 へた 42 言います いいます 67 時々 ときどき

18 何才 なんさい 43 古い ふるい 68 次 つぎ

19 何人様 なんにんさま 44 五 ご 69 耳 みみ

20 火曜日 かようび 45 午後 ごご 70 七月 しちがつ

21 会います あいます 46 午前 ごぜん 71 七時 しちじ

22 会社 かいしゃ 47 後 うしろ 72 六分 ろっぷん

23 海 うみ 48 好き すき 73 社会 しゃかい

24 皆さん みなさん 49 行きます いきます 74 車 くるま

25 開けます あけます 50 高い たかい 75 手前 てまえ
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76 受付 うけつけ 101 知ります しります 126 毎年 まいとし

77 住みます すみます 102 中 なか 127 娘 むすめ

78 住所 じゅうしょ 103 町 まち 128 名前 なまえ

79 十 じゅう 104 電話 でんわ 129 明日 あした

80 十分 じゅっぷん 105 土曜日 どようび 130 木 き

81 出口 でぐち 106 二 に 131 木曜日 もくようび

82 女 おんな 107 二人 ふたり 132 目 め

83 小さい ちいさい 108 日 ひ 133 友だち ともだち

84 少し すこし 109 日本語 にほんご 134 来ます きます

85 少々 しょうしょう 110 日本人 にほんじん 135 来月 らいげつ

86 上 うえ 111 日曜日 にちようび

87 上手 じょうず 112 入ります はいります

88 人 ひと 113 入口 いりぐち

89 水 みず 114 白 しろ

90 水曜日 すいようび 115 八分 はっぷん

91 生年月日 せいねんがっぴ 116 百 ひゃく

92 先月 せんげつ 117 父 ちち

93 先週 せんしゅう 118 閉めます しめます

94 千 せん 119 歩きます あるきます

95 川 かわ 120 母 はは

96 前 まえ 121 方 ほう・かた

97 早い はやい 122 本 ほん

98 走ります はしります 123 妹 いもうと

99 大きい おおきい 124 毎月 まいつき

100 男 おとこ 125 毎日 まいにち
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