
No 語彙 読み No 語彙 読み
1 車 くるま 51 飴 あめ
2 夕食 ゆうしょく 52 花瓶 かびん
3 トイレ といれ 53 サンドイッチ さんどいっち
4 鍵 かぎ 54 鏡 かがみ
5 椅子 いす 55 地震 じしん
6 眼鏡 めがね 56 教会 きょうかい
7 病院 びょういん 57 トマト とまと
8 コーヒー こーひー 58 枕 まくら
9 シャワー しゃわー 59 散歩 さんぽ
10 兄弟 きょうだい 60 八百屋 やおや
11 玄関 げんかん 61 ナイフ ないふ
12 鞄 かばん 62 教室 きょうしつ
13 誕生日 たんじょうび 63 茶碗 ちゃわん
14 窓 まど 64 エスカレーター えすかれーたー
15 公園 こうえん 65 髪 かみ
16 廊下 ろうか 66 弁当 べんとう
17 歌 うた 67 道路 どうろ
18 カレンダー かれんだー 68 スープ すーぷ
19 プール ぷーる 69 台所 だいどころ
20 スプーン すぷーん 70 セーター せーたー
21 パソコン ぱそこん 71 門 もん
22 カーテン かーてん 72 パチンコ ぱちんこ
23 シャンプー しゃんぷー 73 社長 しゃちょう
24 コンビニ こんびに 74 サンマ さんま
25 旅行 りょこう 75 朝食 ちょうしょく
26 ビール びーる 76 パンツ ぱんつ
27 ゲーム げーむ 77 人形 にんぎょう
28 レモン れもん 78 下着 したぎ
29 カード かーど 79 布団 ふとん
30 お握り おにぎり 80 納豆 なっとう
31 アパート あぱーと 81 ベスト べすと
32 ケーキ けーき 82 バケツ ばけつ
33 ハンカチ はんかち 83 監督 かんとく
34 ラーメン らーめん 84 屋根 やね
35 カラオケ からおけ 85 鍋 なべ
36 チョコレート ちょこれーと 86 海老 えび
37 タオル たおる 87 島 しま
38 サラダ さらだ 88 蚊 か
39 結婚式 けっこんしき 89 じゃが芋 じゃがいも
40 クーラー くーらー 90 薬局 やっきょく
41 勉強 べんきょう 91 洗濯物 せんたくもの
42 優勝 ゆうしょう 92 ホース ほーす
43 ビル びる 93 工場 こうじょう
44 天ぷら てんぷら 94 豆腐 とうふ
45 スポーツ すぽーつ 95 パック ぱっく
46 果物 くだもの 96 通帳 つうちょう
47 食堂 しょくどう 97 屋上 おくじょう
48 フォーク ふぉーく 98 波 なみ
49 地図 ちず 99 居酒屋 いざかや
50 封筒 ふうとう 100 お客 おきゃく

アクトカード2巻　No.1～100語彙リスト


