
!
【あ行】 
あ 
あいかわらず ×相変わらず                             
愛しあう                                    
灯 ×明かり　【ルビ】                                            
あがる ×上がる                                      
明るい                                       
あきらか                                    
あげる ×上げる　×挙げる                                      
開ける　空ける　明ける               
足どり ×足取り                                      
あたりまえ                                 
あたる ×当たる                                      
あてはまる                                 
あてる ×当てる                                      
あと ×後                                         
あのコ ＊マヨ、ハルカ、コユキのみ                                      
怪しい 【ルビ】                                      
謝る 【ルビ】                                         
あらためて ×改めて                                !
い 
言う                                          
イス ×椅子                                         
いっしょ                                    
いま ×今                                         
嫌 【ルビ】いや                                            !
う 
上                                             
浮かぶ 【ルビ】                                      
うしろ                                       
映る 【ルビ】                                         
うながす                                    
潤む 【ルビ】                                         
嬉しい 【ルビ】                                      !
え 
〈えいりあす〉 〈　〉をつける                          



〈SDK〉 〈　〉をつける                                   
笑み 【ルビ】                                         !
お 
生い茂る 【ルビ】                                   
女将 【ルビ】                                         
おこなう ×行う                                   
おさえる ×押さえる　×抑える                                   
おしゃれ                                    
おす ×押す                                         
襲う 【ルビ】                                         
おちつく                                    
おちる                                       
訪れる 【ルビ】                                      
おどる ×踊る                                      
驚く 【ルビ】                                         
お腹 【ルビ】                                         
おなじ ×同じ                                      
お婆さん 【ルビ】                                   
おばさん ×伯母さん                                   
おびえる ×怯える　脅える                                   
おぼつかない ×覚束ない                             
思い出す                                    
想い出 ×思い出                                      
面白い 【ルビ】                                      
おりる ×降りる　×下りる                                      
おろす ×下ろす                                      
おろす ×降ろす　×下ろす                                      
おわる ×終わる                                      !
【か行】 
か 
～かえる 例：振りかえる                                   
返る                                          
香り                                          
鍵                                             
駆けよる 【ルビ】                                   
～かた ○読みかた　×読み方                                      
傍ら                                          
被る 【ルビ】                                         
かまえる ×構える                                   



かまわない ×構わない                                
〈カメラ〉 〈　〉つける                                
可愛い 【ルビ】                                      
甲高い 【ルビ】                                      !
き 
着替える                                    
聴く 音楽など、心地よい音を聴く場合                                         
聞く 話などを聞く場合                                         
気遣い 【ルビ】                                      
気恥ずかしい 【ルビ】                             
綺麗 【ルビ】                                         !
く 
崩す 【ルビ】                                         
下り坂                                       
靴 【ルビ】                                            
くらべる                                    
くわしい                                    !
こ 
恋敵 【ルビ】こいがたき　＊ハルカのみ                                         
〈降霊術〉 【ルビ】〈　〉カッコつける                                
心あたり                                    
答える                                       
こたえる ×応える                                   
木霊する 【ルビ】                                   
誤魔化す 【ルビ】                                   
～こむ ○踏みこむ　×踏み込む                                      
こめる                                       
こもる                                       
ころ ×頃                                         
怖い                                          !
【さ】 
さ 
探す                                          
さがる ×下がる                                      
さげる ×下げる                                      
差す 傘を差す　指を差す                                         



さっそく                                    
彷徨う 【ルビ】                                      
さわる ×触る                                      !
し 
叱る 【ルビ】                                         
染みる 水が染みる場合                                      
沁みる 心に沁みる場合                                      !
す 
少し                                          
過ごす 【ルビ】                                      
素敵 【ルビ】                                         
すばやい                                    
素晴らしい 【ルビ】                                
滑る                                          
座る                                          !
せ 
せまい ×狭い                                      !
そ 
そなえ                                       
そむける ×背ける                                   !
【た行】 
た 
体当たり                                    
たしか ×確か                                      
たしかめる ×確かめる                                
～だす 例：歩きだす　踏みだす                                      
たすける ×助ける                                   
たずねる ×尋ねる　×訪ねる                                   
たたく ×叩く                                      
畳む 【ルビ】                                         
たちいふるまい                           
立ち尽くす 【ルビ】尽                                
ダメ                                          
だれ ×誰                                         !



ち 
誓う 【ルビ】                                         
ちがう ×違う                                      
近寄る                                       !
つ 
通じる                                       
疲れる 【ルビ】                                      
付きあう                                    
点く　点ける 【ルビ】                             
つくる ×作る　×造る                                      
伝う 【ルビ】　＊伝えるの場合はルビなし                                         
つづく                                       
つづける                                    !
て 
〈でもんず〉 〈　〉をつける                             
〈テンシ〉 〈　〉をつける                                
〈電話〉 端末を表すときは〈　〉つける                                   
電話する 行為を表すときは〈　〉不要                                   !
と 
とおる                                       
とき                                          
ときどき                                    
溶ける　溶かす 【ルビ】                          
とじる ×閉じる                                      
とどく ×届く                                      
となり                                       
止める　止まる                           
友だち ×友達                                      
取り出す                                    
取り繕う                                    
取りつける                                 
取りのぞく                                 
取り乱す 【ルビ】乱                                   
とる ×取る                                         
撮る 【ルビ】                                         !
【な行】 



な 
なか ×中                                         
長引く                                       
眺める 【ルビ】                                      
撫でる 【ルビ】                                      
なに ※何人、何回などは漢字                                         
鳴り響く 【ルビ】鳴　響                                   
鳴る 【ルビ】                                         
なれなれしい                              !
に 
匂い 【ルビ】                                         
睨む 【ルビ】                                         
脱ぐ 【ルビ】                                         !
ぬ 
拭う 【ルビ】                                         
濡らす　濡れる 【ルビ】                          !
の 
のぞく ×除く                                      
覗く 【ルビ】                                         
喉 【ルビ】                                            
のばす ×伸ばす　×延ばす                                      
のぼる ×上る　×登る                                      
のる ×載る                                         
乗る ＊人が乗り物などに乗る場合                                         
のる　のせる ×載る　×載せる                             !
【は行】 
は 
吐き出す 【ルビ】吐                                   
吐く 【ルビ】                                         
履く ＊靴を履く                                         
穿く 【ルビ】＊ズボンを穿く                                         
運ぶ                                          
～はじめる 例：歩きはじめる                                
始める                                       
恥ずかしい 【ルビ】                                
はずす ×外す                                      



はずれる ×外れる                                   
肌 【ルビ】                                            
離れる                                       
早い　早く                                 
速い　速く                                 
晴れる 【ルビ】                                      !
ひ 
陽が差す 【ルビ】陽                                   
引き金                                       
引き裂く 【ルビ】裂                                   
引き出し                                    
引きつれる                                 
引きとめる                                 
ひく                                          
ひっぱる                                    
人差し指                                    
ひとり                                       
響く　響き 【ルビ】                                
噴き出す 【ルビ】噴                                   !
ふ 
拭く 【ルビ】                                         
膨らませる 【ルビ】                                
ふたり                                       
ふだん ×普段                                      
ふつう                                       
踏み出す                                    
ぶらさがる                                 
振りかえる                                 
振りむく                                    
ふるまい ×振る舞い                                   
触れる 【ルビ】                                      
ぶん ×分                                         !
ほ 
～のほう ×～の方                                   
欲しい                                       
ほどこす                                    
ほどこす                                    
微笑む 【ルビ】                                      



褒める 【ルビ】                                      
ほんとう　ほんと ×本当                       !
【ま行】 
ま 
まちがい                                    
まったく                                    
まわす                                       
まわり ×周り                                      
見上げる                                    
見合わせる                                 
見下ろす                                    
見聞きする                                 !
み 
淫ら 【ルビ】                                         
見つめる ×見詰める                                   
見まちがう                                 
見まわす                                    
妙 【ルビ】                                            
見わたす                                    !
む 
向かう                                       
向く                                          
むこう ×向こう                                      
むりやり ×無理矢理                                   !
め 
めざす                                       
滅する 【ルビ】                                      
眩暈 【ルビ】                                         !
も 
持つ                                          
もどる ×戻る                                      !
【や行】 
や 



優しい 【ルビ】                                      
やめる ×止める　×辞める                                      !
ゆ 
〈ゆーとぴあ〉                           
幽霊 【ルビ】                                         
指差す                                       !
よ 
よい                                          
避ける 【ルビ】                                      
呼びよせる                                 
呼ぶ                                          
甦る 【ルビ】                                         !
【ら行】 
ら 
恋敵 【ルビ】ライバル　＊マヨとコユキのみ                                         
ラク ×楽                                         !
【わ行】 
わ 
わかれる ×分れる                                   
別れる                                       
わく ×湧く                                         
わたす                                       
我 【ルビ】われ　＊我に返る                                            


