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AP Japanese 必須漢字確認ノート（４１０字の単語）    
（A） 漢字の練習 
### １    ２    ３    ４    ５  ．．．．．．． 

 
001  わるい    あくにん                                                
002  やすいほん  やすもの  おおやすうり   あんしん   あんぜん                              
003  くらい     あんしつ    めいあん                                          
004  いじょう    いか       いぜん      いご       いない    いがい                        
005  いみ       いけん      いがい                                          
006  いしゃ     いがく      いがくぶ                                          
007  そだつ     そだてる    たいいく    きょういく                                    
008  ひとつ     ひとり      いちにち    いちがつ    いちまん                              
009  しゃいん   かいいん    ぎんこういん   えきいん    てんいん                              
010  ひく      ひきざん    じしょをひく   ひきだし                                    
011  みずをのむ   のみみず    いんりょうすい  いんしゅうんてん                                   
012  びょういん   だいがくいん いんちょう                                          
013  みぎて     みぎあし    みぎがわ    さゆう                                    
014  おおあめ   うてん      こさめ      つゆ                                    
015  にもつをはこぶ うんてん    うんどう     うんがわるい                                    
016  えいが     えいがかん    うつしだす    じょうえいじかん                                 
017  およぐ    すいえい     えんえい                                          
018  えいこく   えいご      えいかいわ                                          
019  えき       えきめい    うえのえき    じょうしゃえき                                    
020  ひゃくえん   いちまんえん じゅうまんえん  ひゃくまんえん                                    
021  こうえん    どうぶつえん   えんちょう    ゆうえんち                                    
022  とおい     とおまわり   えんそく    えんえい                                    
023  よこはま    よこづな    おうだんほどう                                          
024  はなや    くすりや     やね       おくじょう    おくがい                              
025  あたたかいみず おんど      きおん      たいおん    すいおん                              
026  あめのおと   おんがく    おんがくか    こうおん    ざつおん                              
027  つくえのした  いか       へた                                          
028  ぶんか     かがく      へんか      おばけ      もじばけ                              
029  なんじ     なんにん    なんかい    なんにち     なんども                              
030  あついなつ  なつやすみ   まなつ      しゅんかしゅうとう                                    
031  おおきいいえ  かぞく      かてい      がか       しょうせつか                              
032  かもく     しゃかいか    かがく                                          
033  うたをうたう  こうか      かしゅ                                          
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034  はなび     かようび    かじ                                          
035  はなや     はなび      いけばな                                          
036  にもつ     おもに                                                
037  えいがかん   にほんが    ようが      がか      かくすう                              
038  あう       きょうかい   かいちょう   かいじょう   しかい                              
039  みぎにまわす  とおまわり   まわりみち    なんかい     こんかい                              
040  ひろいうみ   にほんかい   かいすい    かいさんぶつ                                    
041  せかい                                                      
042  みなさん    みんな                                                
043  えをかく    えもじ      かいが                                          
044  とをあける   とがあく    はながひらく  かいかいしき                                    
045  かいだん    さんがい    ちかにかい                                          
046  いえのそと   がいしゅつ   かいがいりょこう がいけん   げか                              
047  まなぶ     がっこう    がっき    しゅうがくりょこう                                    
048  たのしい   おんがく    がっき     らくないす                                    
049  せいかつ    かつどう    ぶかつ                                          
050  さむいかぜ   かんれいぜんせん                                                
051  かんじ     かんぽうやく  かんわじてん                                          
052  なつのあいだ きゃくま    ようま     じかん     なんじかん                              
053  おおぜき    かんとう     かんさい    かんけい    げんかん                              
054  としょかん  びじゅつかん   はくぶつかん   すいぞくかん                                    
055  かおをあらう びがん      せんがんせっけん                                          
056  おねがいします がんしょ                                                
057  がっき    あきがっき    はるがっき    いちがっき    きまつしけん                              
058  きかい    ひこうき    きちょう    せんたくき   きかい                              
059  いえにかえる きたくじかん   きこくしじょ                                          
060  てんきよほう きぶん      くうき      でんき      にんき                              
061  にっき     でんき     きごう     きじ       きろく                              
062  おきる    はやねはやおき  きりつ      きしょうじかん                                    
063  なつやすみ  やすみじかん   きゅうじつ   ていきゅうび                                    
064  いそがばまわれ とっきゅう   きゅうよう    きゅうきゅうしゃ                                    
065  なく       なきむし    ごうきゅう                                          
066  けんきゅう                                                      
067  こうし    うしのにく   ぎゅうにく   ぎゅうにゅう   ぎゅうどん                              
068  きょねん    かこ      しきょ                                          
069  さかなりょうり さかなや    さかなつり    にんぎょ    きんぎょ                              
070  とうきょう  きょうと                                                
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071  つよいちから べんきょう   きょうふう    きょうりょく                                    
072  おしえる    きょうしつ   きょうかしょ   きょういく  きょうし                              
073  はしをわたる  にほんばし    ほどうきょう                                          
074  そつぎょう   じゅぎょう   こうぎょう    しょうぎょう                                    
075  ゆうびんきょく ほうそうきょく  やっきょく                                          
076  ちかいみせ   くにちか    きんじょ                                          
077  おかね    きんようび    ちょきんする                                          
078  ここのつ    ここのか     きゅうにん    くがつ                                    
079  あおぞら    くうき      くうこう    あきかん  こうくうがいしゃ                              
080  かかりのひと  かんけい                                                
081  あに      おにいさん   ふけいかい    きょうだい                                    
082  いろとかたち  さんかくけい                                                
083  けいざい   けいえい    けいえいしゃ                                          
084  けいさん    けいかく    とけい                                          
085  きめる     きまる      けっしんする   かいけつする                                    
086  けっこん                                                      
087  つきがでている おつきみ    みかづき    まんげつ    げっしゃ                              
088  ちいさいいぬ  あきたけん                                                
089  みつける    おはなみ    けんぶつ     けんがく    いけん                              
090  しけん    けいけん    たいけん    じっけん                                    
091  げんき    がんたん                                                
092  ひょうげん   げんじつ    げんざい    げんだい                                    
093  いう       げんご     げんごがく    ほうげん                                    
094  いっこ     こじんのもんだい                                          
095  ふるいほん   ふるほんや   ふるしんぶん   ちゅうこしゃ                                    
096  いつか    いつつ     ごがつ     ごぶんのいち                                    
097  ごぜん    ごご       しょうご                                          
098  あとで     くるまのうしろ ごご       ぜんご                                    
099  ものがたり   にほんご     がいこくご    ごがく     げんごがく                              
100  こうりつ    こうえん    こうがい     こうしゅうべんじょ                                    
101  おおきいくち  いりぐち     でぐち      かいさつぐち  じんこう                              
102  むこう     むかい      わかものむけ                                          
103  すきなほん   だいすき    こうぶつ                                          
104  こうぎょう   こうげいひん   こうじょう    こうじちゅう                                    
105  ひろいにわ   ひろしま    こうだい                                          
106  しょうがっこう ちゅうがっこう  こうか     こうちょうせんせい                                  
107  みなとのふね みなとまち    くうこう    なりたくうこう                                    
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108  かんがえ   さんこうしょ                                                
109  うみへいく   とうきょうゆき  おやこうこう  ねんちゅうぎょうじ                                    
110  あめがふる   おりぐち  こうすいりょう でんしゃをおりる                                    
111  せがたかい   こうこうせい さいこう                                          
112  だいいちごう ごうがい    しんごう                                          
113  まちあいしょ  はなしあい    ごうかく                                          
114  うつくしいくに ちゅうごく    こくない    ぜんこくたいかい                                    
115  くろいいぬ   くろねこ     くろじ      めぐろ     こくじん                              
116 いま，なんじ  きょう     こんしゅう   けさ                              
117  こまっている  こんなん     ひんこん                                          
118  けっこん    こんやく    しんこんりょこう りこん     さいこん                              
119  ひだりめ   ひだりて    ひだりがわ   ひだりきき    さゆう                              
120  もっともやすい さいこう    さいきん    さいしょう    さいだい                              
121  ひゃくさい   なんさい     おせいぼ                                          
122  さくらまつり  さいじつ    ぶんかさい   がくえんさい                                    
123  こくさい    こくさいくうこう こくさいもんだい                                          
124  つくる    つくりかた    さくぶん    さっか     さくひん                              
125  さくねん    さくや      きのう・さくじつ  
126  ざっし     ふくざつ    ざつおん    ざつがく                                    
127  みっつ     さんにん    みっか     さんがつ    さんまんえん                              
128  ふじさん    やまやま    やまのぼり                                          
129  のこりもの   ざんねん     ざんぎょう   ざんしょ                                    
130  しごと     しあげる   うんてんのしかた                                   
131  つかう    しようりょう   たいし    たいしかん                                    
132  よっつ     よにん     よっか     しがつ      しき                              
133  はじまる   はじめる     しぎょうしき かいし                                    
134  おねえさん   うえのあね    したのあね    しまい                                    
135  こども     じょし      だんし     でんし     しそん                              
136  さかないちば きょうとし    しちょう     しない     しがいでんわ                              
137  おもいで   おもいだす    しこうりょく                                          
138  ゆびわ     おやゆび    くすりゆび    していせき    しあつ                              
139  とまれ    ちゅうし    つうこうどめ                                          
140  わたしのほん しりつ                                                
141  てがみ    おりがみ    いろがみ    しきし     しんぶんし                              
142  しあい    しけん                                                
143  こと     しごと     こうじちゅう   じむしょ    ねんじゅうぎょうじ                              
144  じをかく    じ       かんじ      じかく      すうじ                              
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145  てら     ほんがんじ                                                
146  もちもの    おもちかえり                                                
147  とき      ときどき    とけい     くじ      じかん      じさ                        
148  つぎのひ                                                      
149  なおる    せいじ                                                
150  じぶん    じしん     じどうしゃ   じてんしゃ    じどうはんばいき                              
151  じしょをひく じしょく    しゅくじ                                          
152  そつぎょうしき しぎょうしき   かいかいしき けっこんしきじょう                                     
153  しちみ    たなばた                                                
154  しつぎょうしゃ しつぼう  しつめい  こどもをうしなう                                     
155  きょうしつ   としょしつ    ちゃしつ                                          
156  じつは     げんじつ    じじつ     じつりょく    このみ                              
157  しゃしん    しゃせい    ふくしゃ                                          
158  しゃかい    しゃちょう   しゃいん    かいしゃ    じんじゃ                              
159  なまけもの   わかもの    がくしゃ    いしゃ     かんじゃ                              
160  くるまにのる  でんしゃ    ちゅうこしゃ   ちゅうしゃじょう                                    
161  わかもの    わかさ                                                
162  おもに     しゅじん     しゅしょく    しゅやく                                    
163  にほんごをとる とりひき                                                
164  みぎて     てまえ      じょうず     へた      かしゅ     しゅわ                        
165  さけをのむ   にほんしゅ    ぶどうしゅ   いんしゅうんてん                                    
166  うけとる    じゅけん    しけんをうける                                       
167  じゅぎょうりょう きょうじゅ  こどもをさずかる                                       
168  ほんしゅう   きゅうしゅう   しゅうちじ    しゅうりつだいがく                                    
169  あきがっき   あきかぜ     ばんしゅう    しゅうぶんのひ                                    
170  おわる     しゅうりょうしき しゅうでん                                          
171  ならう     ならいごと   がくしゅう    れんしゅう    しゅうじ                              
172  こんしゅう  らいしゅう    せんしゅう    いっしゅうかん                                    
173  あつめる    あつまる    しゅうかい   しゅうごうじかん                                    
174  すむ       じゅうしょ    じゅうにん    みついすみともぎんこう                                    
175  とおか     はつか      じゅうにんといろ じゅうまん   じゅうぶん                              
176  おもい     たいじゅう                                                
177  しゅくだい   はらじゅく    しんじゅく    やどや      しゅくはく                              
178  いえをでる   ひので      しゅっぱつ    がいしゅつ    しゅっしん                              
179  びじゅつ    げいじゅつ    しゅじゅつ    にんじゅつ                                    
180  はるのはな   しゅんぶんのひ せいしゅん    しゅんかしゅうとう                                    
181  さいしょ    しょにち    はじめて     しょか                                    
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182  ところ    だいどころ   ばしょ     じゅうしょ                                    
183  あついなつ   しょちゅうみまい ざんしょ                                    
184  かく      じしょ     さんこうしょ  しょどう                                    
185  おんなのひと じょし     じょせい     かのじょ                                    
186  しょうぎょう  しょうばい    しょうひん   しょうひんけん                                    
187  ちいさい    しょうがっこう  しょうがくせい  こども                                    
188  すこし    しょうねん    しょうじょ    しょうにんずう たしょう                              
189  わらう                                                      
190  あがる     じょうず    じょうげかんけい じょうひん                                    
191  のりもの   のりば      じょうしゃけん                                          
192  ばしょ     にゅうじょうけん かいじょう                                          
193  きいろ    いろがみ    しきし                                          
194  たべもの    しょくじ     ゆうしょく    しょくご     しょっけん                              
195  しんじる   じしん      しんよう    あかしんごう                                    
196 はやねはやおき しんしつ     しんぐ                                    
197  こころ     あんしん    しんぱい     ちゅうしん                                    
198  あたらしい   しんぶん     しんがっき    しんにゅうせい                                    
199  みどりのもり  しんりん    あおもり                                          
200  かみさま    じんじゃ     しんとう                                          
201  ちちおや    ははおや    りょうしん   しんせき     しんせつ                              
202  しんちょう   なかみ      しんしん                                          
203  すすめ    ぜんしん    こうしん    しんがく     しんか                              
204  ひとびと    にほんじん  じんこう     なんにん    ひとり                              
205  としょかん   ちず       ずが                                          
206  みずをのむ   すいようび    かいすい     すいえい                                    
207  かずをかぞえる せいとすう    すうじ      すうがく     さんすう                              
208  よのなか    せかい      にせい      にじゅういっせいき                                    
209  せいふく   せいど      せいさく                                          
210  なりたくうこう せいじんのひ せいこう    せいせき                                    
211  あきばれ    せいてん     はれのちくもり                         
212  ただしい    おしょうがつ   しょうじき    たいしょうじだい                                    
213  うまれる    たんじょうび   がくせい     せいと     なまたまご                              
214  にしかいがん  せいよう                                                
215  あおいろ    あおぞら     あおもり    あおしんごう  せいしゅん                              
216  しずかなにわ  しずおか                                                
217  むかしばなし むかしむかし                                                
218  おおきいいし  せきてい    ほうせき                                          
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219  あかいろ    あかちゃん    あかしんごう  せきはん    せきどう                              
220  かみをきる   きって      たいせつ    しんせつ                                    
221  ちょくせつ   かんせつ     めんせつ    めんせつしつ                                    
222  ふしめ     きせつ      せつぶん     かんせつ     せつやく                              
223  せつめい    しょうせつ    かいせつしゃ                                          
224  ゆきがふる   おおゆき     ゆきまつり    せつぞう                                    
225  おさきに    せんせい     せんげつ     せんしゅう    せんじつ                              
226  せんえん    さんぜん     ちよだく                                          
227  せんこう    せんもんてん   せんぎょうしゅふ                                          
228  かわかみ    かわしも                                                
229  あらう    せんたくき   せんめんじょ   せんがんせっけん                                    
230  せんをひく   やまのてせん   しんかんせん   かせん      はくせん                              
231  えらぶ    せんしゅ    せんきょ                                          
232  ねるまえ    びょういんのまえ ごぜん    ぜんご                                    
233  しぜん     ぜんぜん    とつぜん                                          
234  ぜんぶ    ぜんたい    ぜんぜん     ぜんこく    ぜんいん                              
235  あかぐみ    ばんぐみ    いちねんいちくみ                                          
236  はやねはやおき そうしゅん   そうちょう    そうたい                                    
237  あいて     そうだん    すもう                                          
238  はしる    そうしゃ     ぼうそくぞく                                            
239  おくる    ゆうそう    そうりょう    うんそうがいしゃ                              
240  おくりもの  ぞうとうひん                                                
241  みぎがわ   ひだりがわ   むかいがわ                                          
242  みぎあし    ひだりあし    てあし      たりない     ふそく                              
243  はやいくるま  そくど     さっそく                                          
244  かぞく    しんぞく    ぼうそうぞく                                          
245  つづく    つづける    れんぞく                                          
246  そつぎょう   だいがくそつ  こうこうそつ                                          
247  むらびと   そんちょう                                                
248  おおくのひと  たぶん     たしょう                                          
249  ふとる     たいへいよう  たいよう                                          
250  だしゃ      だりつ     だげき     うつ                                       
251  つよいからだ たいいく     たいそう    ぜんたい    たいじゅう                              
252  たい       ごたいさん    たいせんあいて                                          
253  まつ       まちあいしつ  しょうたい                                          
254  おかねをかす  かしや                                                
255  いちだいのくるま  たいわん   だいどころ    たいふう                                    
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256  おおきいいえ おとな     だいがく    だいじ     だいじょうぶ                              
257  だいいちにち  だいいち     だいにげつようび                                    
258  だい       だいめい    しゅくだい    もんだい     わだい                              
259  ともだち    そくたつ    はいたつ     りょうりのたつじん                                    
260  たんご     かんたん    たんい                                          
261  みじかいほん たんしょ    さいたん    たんぶん                                    
262  おとこのこ   だんし      だんせい    だんじょきょうがく                                    
263  しらない    ちじん      ちじ                                          
264  ちか       ちかてつ    じしん      とち      ちきゅう   ちほう                        
265  いけのなか  でんち                                                
266  いち    おく                                              
267  おそい     ちこく                                                
268  ちゃいろ   さどう     りょくちゃ   まっちゃ     おちゃづけ                              
269  きもの    きる       つく       とうちゃく   ちゃくしん                              
270  よなか    ちゅうし    いちにちじゅう べんきょうちゅう                                    
271  ひるごはん   ひるね      ちゅうしょく                                          
272  ちゅうい    ちゅうもん   とくちゅう                                          
273  あさごはん   ちょうしょく   けさ       そうちょう                                    
274  まちなか    ちょうちょう   ちょうないかい                                          
275  しらべる    ちょうし     ちょうわ                                          
276  ながいあいだ  しゃちょう    かいちょう   ちょうしょ                                    
277  あおいとり  ことり      やきとり    とりにく    ちょうるい                              
278  いたい     ずつう      ふくつう   いたみどめ                                    
279  とおる     おおどおり    かよう      こうつう    つうろ                              
280  せがひくい   さいてい     ていきあつ                                          
281  していせき   よてい      ていきけん   ていきゅうび                                    
282  うつくしいにわ にほんていえん  かてい      かていか                                    
283  おとうと    きょうだい   でし                                          
284  にほんてき   いんしょうてき  もくてき                                          
285  てんき    てんごく    てんさい    あまのかわ   てんぷら                              
286  おみせ    てんちょう   てんいん    かいてん    へいてん                              
287  うんてん   うんてんしゅ   じてんしゃ   かいてんずし                                    
288  じゅってん   わるいてん   まんてん                                          
289  つたえる   てつだう    でんごん     じでん      でんとうてき                              
290  田んぼ     いなか                                                
291  でんわ     でんしゃ    でんき      でんりょく    でんし                              
292  のぼる     とざん      とうじょうじんぶつ                                          



AP Japanese 必須漢字練習ノート，Ted, usajpn.com , Rev. 4, 2020-04-12 

 9 

293  とかい     きょうと     とうきょうと  つごう                              
294  いちど    おんど      たいど                                          
295  どようび   とち       ほんど                                          
296  ふゆやすみ   ふゆふく    まふゆ      とうじ                                    
297  ひろしま    しまじま    はんとう                                          
298  とうざいなんぼく とうきょう とうだい    かんとう                                    
299  こたえ    かいとう                                                
300  あたまがいい  ずつう     いっとうのうま                                          
301  はたらく   はたらきもの   ろうどうじかん ろうどうしゃ                                    
302  うごく    じどうしゃ    うんどうじょう どうぶつえん   どうが                              
303  おなじ     どうてん    どうじ      どうい      どうじょう                              
304  どうろ   おうだんほどう しょどう    さどう      どうとく                              
305  とくに    とっきゅう   とくべつ    とくだい    とくちゅう                              
306  ほんをよむ   よみもの    どくしょ    おんどく                                    
307  かない    かていないぼうりょく ないしょ                                          
308  みなみぐち  なんきょく   とうなん                                          
309  むずかしい   ありがとう    なんもん                                          
310  ふたつ     ふたり      ふつか      にしゅうかん   にねん                              
311  ぎゅうにく   ぶたにく     とりにく     きんにく                                    
312  なんにち    にちようび    しゅくじつ    ひのまる                              
313  はいる    いりぐち    にゅうがくしき  にゅうじょうけん                                    
314  あついおちゃ  たかいねつ    あたみ                                          
315  きょねん   らいねん    おとしより   おとしだま    しょうねん                              
316  せなか     せがたかい                                                
317  くばる     しんぱい    はいたつにん                                          
318  かう       かいもの                                                
319  やすうり   ばいてん    しょうばい    けんばいき                                    
320  しろい    はくじん     はくし     こうはくうたがっせん                                    
321  やっつ     ようか     はちがつ  はちにん    やおや                              
322  しゅっぱつ   はっしゃ    はっぴょう    はったつ    はつめい                              
323  はんぶん    ごじはん                                                
324  はんたい    ちゅうしゃいはん                                                
325  ごはん    あさごはん    ひるごはん    すいはんき    やきめし                              
326  ばんごはん   こんばん                                                
327  いちばん    ばんごう    じゅんばん    こうばん     ばんぐみ                              
328  ひじょうぐち                                                      
329  そらをとぶ   ひこうき    ひこうじかん   ひこうじょう                                    
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330  うつくしい   びじん     びじゅつ    びじゅつかん   びよういん                              
331  たかいはな                                                      
332  かならず    ひつよう    ひっしょう    ひっすかもく                                    
333  ひゃくえん   さんびゃく   はっぴゃく   やおや                                    
334  こおり    かきごおり    ひょうが                                          
335  いえのおもて  ひょうをつくる  はっぴょう   ひょうげん                                    
336  やまいはきから びょうき    びょういん   びょうにん                                    
337  しなもの    けしょうひん   しょうひんけん  しょくひん                                    
338  ふべん    ふこうへい   ふあん      ふこう     ふへい                              
339  ふきん    みそしるつき  きづく     つきあう    てんぷ                              
340  ふうふ    わたしのおっと  ふじん                                        
341  しゅふ    ふじん      ふじんふく                                          
342  おとうさん   ちちおや    そふ      ふぼ       しんぷ                              
343  ぜんぶ    いちぶ      ぶぶん      ぶかつ      こどもべや                              
344  かぜ       きょうふう   たいふう    ふうりょく   わふう                              
345  せいふく   ようふく    わふく      ふくそう                                    
346  はらう                                                      
347  きもの    かいもの    にもつ     せんたくもの   ものがたり                              
348  わかる    いっぷん    はんぶん    たぶん      じゅうぶん                              
349  さくぶん    もじ       ぶんかのひ    ぶんかさい    ぶんがく                              
350  きく       しんぶん                                                
351  たいら    へいわ     へいじつ     へいき                              
352  わかれる    とくべつ    べつべつ    べっきょ    べっしつ                              
353  かえる    かわる      たいへん    へんか                                    
354  べんり    ふべん      べんじょ    ゆうびんきょく はちびん                              
355  べんきょう                                                      
356  あるく    さんぽ      おうだんほどう ほこうしゃ                                    
357  はは      おかあさん    そぼ       ふぼ                                    
358  ゆうがた   たべかた    ほう       ほうげん    ほうがく                              
359  ほうりつ    ぶんぽう     ほうほう                                          
360  わすれる   わすれもの   ぼうねんかい                                          
361  いそがしい  たぼう                                                
362  きたのうみ   ほっかいどう   ほくだい    なんぼくもんだい                                    
363  ほんをよむ   にほんご    ほんじつ    いっぽん    さんぼん                              
364  いもうと   しまい                                                
365  いちまい                                                      
366  まいにち   まいしゅう    まいとし  まいあさ    まいばん                              
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367  しゅうまつ   げつまつ     ねんまつ    すえっこ                                    
368  いちまんえん ひゃくまん                                                
369  あじ       あじみ      いみ       なかみ      しゅみ      きょうみ                        
370  みらい     みち                                                
371  むりょう   むり       むりょく    むくち     むきめい                              
372  なまえ    しめい      ゆうめい    めいじん    めいぶつ                              
373  あかるい    あした      めいじじだい  せつめい    めいあん                              
374  おもしろい   まじめ      しょうめん   じめん      めんせつ                              
375  おおきいき  きぎ       もくようび                                          
376  みぎめ    ひだりめ    めぐすり    もくてき     もくじ                              
377  もんだい    しつもん    ほうもん                                          
378  もん       こうもん    せいもん    せんもん                                    
379  よなか    こんや     やしょく                                          
380  のはら    やさい      やきゅうじょう やせい    やきゅうせんしゅ                             
381  くすりをのむ かぜぐすり   くすりゆび    やっきょく                                    
382  ともだち  ゆうじん    ゆうじょう   しんゆう                                    
383  ゆうめい   ゆうりょう                                                
384  じゆう                                                      
385  あそびば    みずあそび    ゆうえんち                                          
386  ゆうがた   ゆうしょく  ゆうひ     たなばた                                    
387  よしゅう   よてい      よせん      よやく                                    
388  なんようび   にちようび                                                
389  おきゃくさま さまざま    ようす                                          
390  たいへいよう たいせいよう   せいよう    とうよう    ようふく                              
391  ようし                                                      
392  ひつよう   じゅうよう                                                
393  くる       らいしゅう  らいねん    みらい     しょうらい                              
394  れんらく                                                      
395  おちる    おとす    おちば     らくせん    らくご                              
396  べんり    りてん     ふり       りよう                                    
397  りか       りそう      りゆう      りかい      りょうり                              
398 こうりつ    しりつ     しりつ      こくりつこうえん                              
399  りゅうがく   りゅうがくせい るす       るすばんでんわ                                    
400  たび       たびびと     りょこう    りょこうしゃ   かいがいりょこう                              
401  りょうほう  りょうしん   りょうて                                          
402  りょうり    ちょうみりょう ざいりょう   にゅうじょうりょう                                    
403  ちからもち  きょうりょく   どりょく                                          
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404  はやし    しんりん    りんぎょう                                          
405  つめたい   れいぞうこ   れいとうしょくひん れいぼう                                    
406  しつれい   おれいじょう   いちまんえんさつ                                          
407  ねる       れんしゅう    くんれん                                          
408  むっつ    むいか      ろくがつ    ろくにん    ろっこ                              
409  へいわ    わふう      わしょく    わし      わしつ     わがし                        
410  はなす    でんわ      かいわ      えいかいわ    

 
 
 
参考資料 
正しく書ける 正しく使える 小学漢字 1006 (漢字パーフェクトシリーズ) , 学研プラス  
正しく書ける 正しく使える 中学漢字 1130 (漢字パーフェクトシリーズ) , 学研プラス 

 「AP 漢字 410 字」 PDF ファイル（川嶋優編，小学生のための漢字をおぼえる辞典） 

 Teacher’s Guide, AP Japanese Language and Culture, College Board    
 
利用イラスト 
 いらすとや https://www.irasutoya.com/                                                                                              
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AP Japanese 必須漢字確認ノート（４１０字の単語）    
（B） 読みの練習 
### 漢字 １   ２   ３   ４   ５ 

  
001 悪   悪い    悪人                                                
002 安   安い本    安物     大安売り   安心     安全                              
003 暗   暗い    暗室     明暗                                          
004 以   以上     ~以下    ~以前    ~以後    ~以内    ~以外                        
005 意   意味    意見    意外                                          
006 医   医者    医学    医学部                                          
007 育   育つ    育てる    体育    教育                                    
008 一   一つ    一人    一日    一月    一万                              
009 員   社員    会員    銀行員    駅員    店員                              
010 引   ドアを引く 引き算    辞書を引く 引き出し                                    
011 飲   水を飲む   飲み水   飲料水    飲酒運転                     
012 院   病院    大学院   院長                                          
013 右   右手    右足    右側     左右                                    
014 雨   大雨    雨天    小雨    梅雨                                    
015 運   荷物を運ぶ 運転    運動    運が悪い                                    
016 映   映画    映画館    映し出す  上映時間                                   
017 泳   泳ぐ    水泳    遠泳                                          
018 英   英国    英語    英会話                                          
019 駅   駅      駅名     上野駅   乗車駅                                    
020 円   百円    一万円    十万円    百万円                                    
021 園   公園    動物園    園長    遊園地                                    
022 遠   遠い     遠回り    遠足    遠泳                                    
023 横   横浜     横綱    横断歩道                                          
024 屋   花屋    薬屋     屋根    屋上     屋外                              
025 温   温かい水   温度    気温    体温    水温                              
026 音   雨の音   音楽    音楽家    高音    雑音                              
027 下   机の下    以下     下手                                          
028 化   文化    化学    変化    お化け    文字化け                              
029 何   何時    何人    何回     何日    何度も                              
030 夏   暑い夏    夏休み    真夏    春夏秋冬                                    
031 家   大きい家   家族    家庭     画家    小説家                              
032 科   科目    社会科    科学                                          
033 歌   歌を歌う   校歌     歌手                                          
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034 火   花火    火曜日    火事                                          
035 花   花屋    花火     生け花                                          
036 荷   荷物    重荷                                                
037 画   映画館   日本画    洋画    画家    画数                              
038 会   会う     教会    会長     会場     司会                              
039 回   右に回す   遠回り    回り道   何回    今回                              
040 海   広い海    日本海    海水    海産物                                    
041 界   世界                                                      
042 皆   皆さん    皆                                                
043 絵   絵を描く   絵文字    絵画                                          
044 開   戸を開ける  戸が開く   花が開く   開会式                                    
045 階   階段     三階     地下二階                                          
046 外   家の外    外出    海外旅行   外見     外科                              
047 学   学ぶ    学校    学期     修学旅行                                    
048 楽   楽しい    音楽     楽器     楽な椅子                                    
049 活   生活     活動    部活                                          
050 寒   寒い風    寒冷前線                                                
051 漢   漢字     漢方薬    漢和辞典                                          
052 間   夏の間    客間     洋間     時間    何時間                              
053 関   大関     関東     関西    関係    玄関                              
054 館   図書館    美術館    博物館    水族館                                    
055 顔   顔を洗う   美顔    洗顔石鹸                                          
056 願   お願いします 願書                                                
057 期   学期     秋学期    春学期    一学期  期末試験                              
058 機   機械     飛行機    機長     洗濯機   機会                              
059 帰   家に帰る   帰宅時間   帰国子女                                          
060 気   天気予報   気分     空気    電気    人気                              
061 記   日記     伝記    記号     記事     記録                              
062 起   起きる    早寝早起き  起立     起床時間                                    
063 休   夏休み    休み時間   休日    定休日                                    
064 急   急がば回れ 特急    急用    救急車                                    
065 泣   泣く     泣き虫    号泣                                          
066 究   研究                                                      
067 牛   子牛     牛の肉    牛肉     牛乳     牛丼                              
068 去   去年     過去     死去                                          
069 魚   魚料理    魚屋     魚釣り    人魚    金魚                              
070 京   東京     京都                                                
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071 強   強い力   勉強    強風    強力                                    
072 教   教える    教室    教科書    教育    教師                              
073 橋   橋を渡る   日本橋    歩道橋                                          
074 業   卒業    授業    工業    商業                                    
075 局   郵便局    放送局    薬局                                          
076 近   近い店    国近    近所                                          
077 金   お金    金曜日   貯金する                                          
078 九   九つ    九日    九人    九月                                    
079 空   青空    空気    空港    空き缶  航空会社                              
080 係   係りの人   関係                                                
081 兄   兄     お兄さん 父兄会    兄弟                                    
082 形   色と形    三角形                                                
083 経   経済    経営    経営者                                          
084 計   計算     計画    時計                                          
085 決  決める   決まる    決心する   解決する                                    
086 結   結婚                                                      
087 月   月が出ている お月見   三日月    満月     月謝                              
088 犬   小さい犬  秋田犬                                                
089 見   見つける お花見    見物    見学    意見                              
090 験   試験     経験    体験     実験                                    
091 元   元気    元旦                                                
092 現   表現    現実    現在    現代                                    
093 言   言う    言語    言語学   方言                                    
094 個   一個    個人の問題                                           
095 古   古い本   古本屋    古新聞    中古車                                    
096 五   五日     五つ    五月     五分の一                                    
097 午   午前    午後    正午                                          
098 後   後で    車の後ろ 午後    前後                                    
099 語   物語    日本語    外国語    語学     言語学                              
100 公   公立    公園     公害    公衆便所                                    
101 口   大きい口 入口    出口    改札口    人口                              
102 向   向こう    向かい    若者向け                                          
103 好   好きな本   大好き    好物                                          
104 工   工業    工芸品    工場     工事中                                    
105 広   広い庭    広島    広大                                          
106 校   小学校   中学校   校歌    校長先生                                 
107 港   港の船    港町     空港    成田空港                                    
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108 考   いい考え   参考書                                                
109 行   海へ行く   東京行き 親孝行  年中行事                                    
110 降   雨が降る 降り口  降水量   電車を降りる                                   
111 高   背が高い   高校生    最高                                          
112 号   ロボット第一号 号外   信号                                          
113 合   待合所    話し合い   合格                                          
114 国   美しい国   中国     国内    全国大会                                    
115 黒   黒い犬    黒猫    黒字    目黒     黒人                              
116 今   今，何時  今日    今週    今朝                              
117 困   困っている 困難    貧困                                          
118 婚   結婚    婚約     新婚旅行  離婚    再婚                              
119 左   左目     左手    左側    左利き   左右                              
120 最   最も安い   最高     最近     最小    最大                              
121 歳   百歳    何歳    御歳暮                                          
122 祭   桜祭り   祭日    文化祭    学園祭                                    
123 際   国際     国際空港  国際問題                                          
124 作   作る    作り方   作文     作家    作品                              
125 昨   昨年    昨夜     昨日                
126 雑   雑誌    複雑    雑音    雑学                                    
127 三   三つ   三人    三日    三月    三万円                              
128 山   富士山    山々    山登り                                          
129 残   残り物    残念     残業    残暑                                    
130 仕   仕事     仕上げる  運転の仕方                                   
131 使   使う    使用料    大使    大使館                                    
132 四   四つ    四人    四日    四月    四季                              
133 始   始まる   始める    始業式    開始                                    
134 姉   お姉さん   上の姉    下の姉    姉妹                                    
135 子   子供    女子    男子     電子    子孫                              
136 市   魚市場   京都市   市長    市内    市外電話                              
137 思   思い出    思い出す   思考力                                          
138 指   指輪    親指     薬指    指定席   指圧                              
139 止   止まれ    中止     通行止め                                          
140 私   私の本    私立                                                
141 紙   手紙    折り紙   色紙    色紙    新聞紙                              
142 試   試合    試験                                                
143 事   どんな事   仕事    工事中   事務所   年中行事                              
144 字   字を書く   きれいな字 漢字    字画    数字                              
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145 寺   お寺    本願寺                                                
146 持   持ち物   お持ち帰り                                                
147 時   その時    時々    時計    九時    時間     時差                        
148 次   次の日                                                      
149 治   治る    政治                                                
150 自   自分    自信    自動車   自転車    自動販売機                              
151 辞   辞書を引く 辞職    祝辞                                          
152 式   卒業式    始業式    開会式  結婚式場                                    
153 七   七味    七夕                                                
154 失   失業者    失望     失明   子供を失う                                    
155 室   教室    図書室   茶室                                          
156 実   実は    現実    事実    実力    木の実                              
157 写   写真    写生    複写                                          
158 社   社会    社長     社員    会社     神社                              
159 者   怠け者    若者     学者    医者    患者                              
160 車   車に乗る   電車    中古車    駐車場                                    
161 若   若者     若さ                                                
162 主   主に    主人    主食    主役                                    
163 取   日本語を取る 取引                                                
164 手   右手     手前    上手    下手     歌手      手話                        
165 酒   酒を飲む   日本酒   ぶどう酒  飲酒運転                                    
166 受   受け取る 受験    試験を受ける                                        
167 授   授業料  教授     子供を授かる                                       
168 州   本州     九州    州知事    州立大学                                    
169 秋   秋学期    秋風     晩秋    秋分の日                                    
170 終   終わる    終了式    終電                                          
171 習   習う    習い事    学習     練習     習字                              
172 週   今週    来週    先週    一週間                                    
173 集   集める   集まる    集会    集合時間                                    
174 住   住む    住所     住人     三井住友銀行                                    
175 十   十日     二十日    十人十色   十万円    十分                              
176 重   重い     体重                                                
177 宿   宿題    原宿    新宿     宿屋     宿泊                              
178 出   家を出る   日の出    出発     外出     出身                              
179 術   美術    芸術     手術    忍術                                    
180 春   春の花   春分の日   青春     春夏秋冬                                    
181 初   最初     初日     初めて    初夏                                    
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182 所   どんな所   台所    場所     住所                                    
183 暑   暑い夏   暑中見舞い  残暑                                    
184 書   書く     辞書     参考書    書道                                    
185 女   女の人   女子     女性     彼女                                    
186 商   商業     商売     商品     商品券                                    
187 小   小さい   小学校   小学生    小人                                    
188 少   少し     少年    少女     少人数    多少                              
189 笑   笑う                                                      
190 上   上がる    上手     上下関係   上品                                    
191 乗   乗物    乗り場    乗車券                                          
192 場   場所     入場券   会場                                          
193 色   黄色    色紙     色紙                                          
194 食   食べ物   食事    夕食     食後     食券                              
195 信   信じる   自信     信用     赤信号                                    
196 寝   早寝早起き 寝室    寝具                                    
197 心   いい心   安心    心配     中心                                    
198 新   新しい   新聞     新学期   新入生                                    
199 森   緑の森    森林    青森                                          
200 神   神様    神社     神道                                          
201 親   父親     母親    両親    親戚     親切                              
202 身   身長    中身     心身                                          
203 進   進め    前進     行進    進学    進化                              
204 人   人々    日本人    人口     何人    一人                              
205 図   図書館    地図    図画                                          
206 水   水を飲む   水曜日    海水    水泳                                    
207 数   数を数える 生徒数   数字    数学    算数                              
208 世   世の中    世界    二世    21 世紀                                    
209 制   制服     制度    制作                                          
210 成   成田空港   成人の日   成功    成績                                    
211 晴   秋晴れ  晴天    晴れのち曇り                                        
212 正   正しい   お正月    正直     大正時代                                    
213 生   生まれる  誕生日    学生    生徒     生たまご                              
214 西   西海岸   西洋                                                
215 青   青色    青空    青森     青信号    青春                              
216 静   静かな庭   静岡                                                
217 昔   昔話     昔々                                                
218 石   大きい石   石庭    宝石                                          
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219 赤   赤色    赤ちゃん   赤信号    赤飯    赤道                              
220 切   紙を切る   切手     大切     親切                                    
221 接   直接    間接     面接    面接室                                    
222 節   節目    季節     節分     関節     節約                              
223 説   説明     小説    解説者                                          
224 雪   雪が降る  大雪    雪祭り   雪像                                    
225 先   お先に    先生    先月    先週    先日                              
226 千   千円     三千     千代田区                                          
227 専   専攻    専門店   専業主婦                                          
228 川   川上     川下                                                
229 洗   洗う    洗濯機    洗面所    洗顔石鹸                                    
230 線   線を引く  山手線    新幹線    下線     白線                              
231 選   選ぶ    選手    選挙                                          
232 前   寝る前    病院の前   午前    前後                                    
233 然   自然    全然    突然                                          
234 全   全部    全体     全然     全国    全員                              
235 組   赤組    テレビ番組 一年一組                                          
236 早   早寝早起き 早春    早朝     早退                                    
237 相   相手     相談    相撲                                          
238 走   走る    走者     暴走族                                  
239 送   送る     郵送     送料     運送会社                                    
240 贈   贈り物   贈答品                                                
241 側   右側    左側     向かい側                                          
242 足   右足    左足     手足     足りない   不足                              
243 速   速い車   速度    早速                                          
244 族   家族     親族     暴走族                                          
245 続   続く     続ける    連続                                          
246 卒   卒業     大学卒    高校卒                                          
247 村   村人    村長                                                
248 多   多くの人   多分    多少                                          
249 太   太る     太平洋    太陽                                          
250 打   打者    打率    打撃    ボールを打つ                          
251 体   強い体    体育     体操    全体     体重                              
252 対   対      5 対 3    対戦相手                                          
253 待   待つ     待合室    招待                                          
254 貸   お金を貸す 貸家                                                
255 台   一台の車   台湾     台所     台風                                    
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256 大   大きい家   大人    大学    大事    大丈夫                              
257 第   第一日    第一     第二月   曜日                                    
258 題   題      題名     宿題     問題    話題                              
259 達   友達     速達    配達    料理の達人                                    
260 単   単語    簡単     単位                                          
261 短   短い本    短所    最短     短文                                    
262 男   男の子    男子     男性    男女共学                                    
263 知   知らない   知人    知事                                          
264 地   地下    地下鉄    地震     土地     地球    地方                        
265 池   池の中    電池                                                
266 置   位置     チップを置く                                            
267 遅   遅い     遅刻                                                
268 茶   茶色     茶道     緑茶     抹茶    お茶漬け                              
269 着   着物    着る    着く     到着    着信                              
270 中   夜中     中止    一日中    勉強中                                    
271 昼   昼ご飯   昼寝    昼食                                          
272 注   注意     注文    特注                                          
273 朝   朝ご飯    朝食    今朝    早朝                                    
274 町   町中     町長    町内会                                          
275 調   調べる    調子     調和                                          
276 長   長い間    社長     会長    長所                                    
277 鳥   青い鳥    小鳥    焼き鳥   鳥肉    鳥類                              
278 痛   痛い     頭痛     腹痛     痛み止め                                    
279 通   通る     大通り    通う     交通    通路                              
280 低   背が低い   最低     低気圧                                          
281 定   指定席    予定    定期券    定休日                                    
282 庭   美しい庭   日本庭園   家庭    家庭科                                    
283 弟   弟      兄弟    弟子                                          
284 的   日本的   印象的   目的                                          
285 天   天気     天国    天才     天の川    天ぷら                              
286 店   お店    店長     店員     開店     閉店                              
287 転   運転    運転手    自転車   回転寿し                                    
288 点   十点     悪い点    満点                                          
289 伝   伝える   手伝う    伝言    自伝    伝統的                              
290 田   田んぼ    田舎                                                
291 電   電話    電車     電気    電力    電子                              
292 登   登る    登山    登場人物                                          
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293 都   都会     京都    東京都    都合                              
294 度   もう一度   温度    態度                                          
295 土   土曜日    土地    本土                                          
296 冬   冬休み   冬服    真冬    冬至                                    
297 島   広島    島々     半島                                          
298 東   東西南北  東京    東大    関東                                    
299 答   答え     解答                                                
300 頭   頭がいい   頭痛    一頭の馬                                          
301 働   働く     働き者    労働時間  労働者                                    
302 動   動く     自動車    運動場    動物園    動画                              
303 同   同じ    同点     同時    同意    同情                              
304 道   道路     横断歩道   書道    茶道    道徳                              
305 特   特に    特急    特別    特大    特注                              
306 読   本を読む  読み物   読書    音読                                    
307 内   家内     家庭内暴力  内緒                                          
308 南   南口    南極     東南                                          
309 難   難しい   有難う   難問                                          
310 二   二つ    二人    二日     二週間   二年                              
311 肉   牛肉     豚肉    鶏肉    筋肉                                    
312 日   何日    日曜日   祝日    日の丸                                    
313 入   入る     入口    入学式    入場券                                    
314 熱   熱いお茶  高い熱   熱海                                          
315 年   去年     来年     お年寄り   お年玉    少年                              
316 背   背中     背が高い                                                
317 配   配る    心配    配達人                                          
318 買   買う    買物                                                
319 売   安売り   売店     商売     券売機                                    
320 白   白い     白人     白紙     紅白歌合戦                             
321 八   八つ    八日     八月    八人    八百屋                              
322 発   出発     発車    発表    発達    発明                              
323 半   半分    五時半                                                
324 反   反対    駐車違反                                                
325 飯   ご飯    朝ご飯   昼ご飯   炊飯器    焼き飯                              
326 晩   晩ご飯    今晩                                                
327 番   一番    番号    順番    交番    テレビ番組                              
328 非   非常口                                                      
329 飛   空を飛ぶ  飛行機   飛行時間  飛行場                                    
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330 美   美しい    美人    美術    美術館    美容院                              
331 鼻   高い鼻                                                      
332 必   必ず     必要     必勝     必須科目                                    
333 百   百円     三百     八百     八百屋                                    
334 氷   氷      かき氷    氷河                                          
335 表   家の表    表を作る   発表     表現                                    
336 病   病は気から 病気    病院     病人                                    
337 品   品物     化粧品   商品券    食品                                    
338 不   不便    不公平    不安     不幸    不平                              
339 付   付近    みそ汁付き  気付く    付き合う  添付                              
340 夫   夫婦    私の夫  ケネディー夫人                                          
341 婦   主婦     婦人     婦人服                                          
342 父   お父さん   父親    祖父     父母     神父                              
343 部   全部     一部     部分    部活    子供部屋                              
344 風   風邪    強風    台風    風力    和風                              
345 服   制服    洋服    和服    服装                                    
346 払   払う                                                      
347 物   着物    買物    荷物    洗濯物   物語                              
348 分   分かる    一分     半分    多分    十分                              
349 文   作文     文字    文化の日   文化祭    文学                              
350 聞   聞く    新聞                                                
351 平   平ら     平和    平日     平気                                    
352 別   別れる    特別    別々    別居    別室                              
353 変   変える    変わる   大変    変化                                    
354 便   便利    不便    便所    郵便局    ジャル 8 便                              
355 勉   勉強                                                      
356 歩   歩く     散歩     横断歩道   歩行者                                    
357 母   母      お母さん   祖母    父母                                    
358 方   夕方    食べ方    どちらの方 方言    方角                              
359 法   法律     文法    方法                                          
360 忘   忘れる    忘れ物   忘年会                                          
361 忙  忙しい    多忙                                                
362 北   北の湖    北海道   北大    南北問題                                    
363 本   本を読む  日本語   本日    一本     三本                              
364 妹   妹      姉妹                                                
365 枚   一枚                                                      
366 毎   毎日    毎週    毎年    毎朝    毎晩                              
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367 末   週末     月末    年末     末っ子                                    
368 万   一万円    百万                                                
369 味   いい味    味見    意味    中味    趣味    興味                        
370 未   未来    未知                                                
371 無   無料     無理     無力    無口     無記名                              
372 名   名前    氏名    有名    名人   名物                              
373 明   明るい   明日    明治時代   説明     明暗                              
374 面   面白い    真面目    正面    地面    面接                              
375 木   大きい木   木々     木曜日                                          
376 目   右目    左目     目薬    目的    目次                              
377 問   問題     質問     訪問                                          
378 門   門      校門    正門    専門                                    
379 夜   夜中     今夜    夜食                                          
380 野   野原    野菜    野球場    野生    野球選手                            
381 薬   薬を飲む 風邪薬   薬指    薬局                                    
382 友   友達    友人    友情    親友                                    
383 有   有名    有料                                                
384 由   自由                                                      
385 遊   遊び場   水遊び    遊園地                                          
386 夕   夕方    夕食    夕日    七夕                                    
387 予   予習    予定    予選    予約                                    
388 曜   何曜日   日曜日                                                
389 様   お客様   様々    様子                                          
390 洋   太平洋   大西洋    西洋    東洋    洋服                              
391 用   用紙                                                      
392 要   必要    重要                                                
393 来   来る    来週    来年    未来    将来                              
394 絡   連絡                                                      
395 落   落ちる   落とす    落葉    落選    落語                              
396 利   便利    利点    不利     利用                                    
397 理   理科    理想     理由     理解    料理                              
398 立   公立    私立    市立     国立公園                              
399 留   留学     留学生    留守    留守番電話                                    
400 旅   日本の旅   旅人     旅行    旅行者    海外旅行                              
401 両   両方    両親     両手                                          
402 料   料理    調味料    材料    入場料                                    
403 力   力持ち   協力     努力                                          
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404 林   林      森林    林業                                          
405 冷   冷たい   冷蔵庫    冷凍食品   冷房                                    
406 礼   失礼    お礼状   一万円札                                          
407 練   練る    練習     訓練                                          
408 六   六つ    六日    六月    六人     六個                              
409 和   平和    和風    和食    和紙     和室    和菓子                        
410 話   話す  電話    会話    英会話   
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