
きっと教えたであろう単語もそうでない単語も、君はいくつ表せれるかな？
分からない単語は教えあってマスターしてね～☆
どうしても分からんときはその辺の上回生を捕まえて詰問しましょう♪
また、知りたい単語も同時募集してます。　じゃあ。

　名詞
家族 学校 建物・所 乗り物 地名 国名

父 保育園 計画 家 公園 チャリ 兵庫 大阪 日本
母 幼稚園 予定 ビル 駅 バイク 明石 京都 アメリカ
祖父 小学校 講義 病院 バス停 車 須磨 奈良 韓国
祖母 中学校 休講 図書館 道 タクシー 名谷 滋賀 中国
兄 高校 警察署 交差点 トラック 板宿 岡山 イギリス
弟 大学 消防署 部屋 バス 神戸 広島 スペイン
姉 大学院 市役所 店 電車 三宮 フランス
妹 短期大学 区役所 食堂 地下鉄 灘 ドイツ
兄弟 専門学校 市立 トイレ 飛行機 六甲道 イタリア
姉妹 学生 府立 風呂 ヘリ 芦屋 アフリカ
夫 レポート 国立 墓 ロケット 西ノ宮 インド
妻 テスト 県立 船 伊丹 タイ
親戚 課題 施設 ヨット 姫路 ロシア

食べ物 飲み物 機械 教科 色

米 魚 果物 お茶 携帯電話 国語 赤
パン 寿司 りんご 烏龍茶 電話 算数 黄
パスタ 肉 みかん ジュース パソコン 理科 緑
うどん ステーキ すいか 紅茶 ワープロ 社会 青
そば 定食 ぶどう コーヒー ファックス 英語 桃
そうめん お菓子 もも コーラ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 音楽 白
らーめん ケーキ さくらんぼ ソーダ テレビ 体育 黒
丼 豆腐 カルピス 映画 美術 茶
野菜 アイス ビール エアコン 生活 灰
大根 ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ ﾁｭｰﾊｲ ゲーム 図画工作
にんじん ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ お酒
トマト ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 水
卵 餃子 お湯

綺麗 好き あいまい 短い 遅い 暖かい 小さい ぜひ さっき
かわいい 嫌い 普通 苦しい 必要 寒い 大きい 眠たい この後
格好いい 幸せ おかしい 辛い 必要ない 暑い 少ない 恥ずい 今から
汚い 疲れた 痛い 面倒くさいへぇ 冷たい 多い 古い 今まで
すごい 寂しい 怖い 本当 なるほど 高い 難しい 新しい まだ
とても 悲しい 面白い 嘘 ～ほうが 低い ～にくい 気持悪い 途中
素晴らしい賢い (楽)嬉しい苦手 暗い 狭い できんわ! 今 ～しない
ひどい 阿呆 遠い 得意 明るい 広い たぶん 後 （物）ない
良い うまい 近い 早い（時） 大切な うるさい きっと 前 居ない
悪い へた 長い 早い（動） 涼しい 静か 絶対 昔 足りない

　動詞

行く 帰る 勉強する 無視する 歌う 頼む 合う 乗る 準備する
来る 逃げる 料理する 遊ぶ 死ぬ 頼まれる 合わない 参加する 持つ
往復する 跳ぶ 作る 言う 生きる 断る 確認する 付け足す 信じる
通う 飛び降りる旅行する 話す 生まれる 断られる 勝つ ﾋﾞｯｸﾘする 任せる
歩く 自殺 食べる 講演する 聞く できる 負ける 待つ かわる
走る バンジー 飲む 伝える 質問する できない 反省する 期待する 入る
立つ 泳ぐ 喧嘩する 見る 答える 分かる 話し合う 練習する 設立する
座る もぐる 競争する 探す 表す 分からん 繰り返す 訓練する 省く
会う ダイビング怒る 調べる 通じる 失敗する 暮らす 覚える 中止する
出る シンクロ キレる 読む 通じない 成功する 踊る 忘れる 消える

ぺんぺん草　～単語たんごタンゴ～

形容詞（?）　まぁその他もろもろ


