
5年生で習う漢字200

画数順 1

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例用例用例用例 用例

部首 部首部首部首部首 部首部首部首部首

ひさ¦しい
キュウ
（ク）

ささ¦えるシくら¦べるヒほとけブツアツなが¦いエイカカンキュウ

えいきゅう永久しはらう支払うひかく比較ぶっきょう仏教あつりょく圧力えいぞく永続かけつ可決かんこう刊行きゅうか旧家

えいきゅうし永久歯ししゅつ支出ひじゅう比重ぶつだん仏だんあっとう圧倒えいきゅう永久かひ可否きかん季刊きゅうせい旧姓

じきゅう持久ししょう支障ひねつ比熱ぶつぜん仏前あっしゅく圧縮えいきゅうし永久歯かのう可能ぞうかん増刊きゅうれき旧暦

じきゅうそう持久走しちゅう支柱ひりつ比率ぶつどう仏堂あっしょう圧勝えいねん永年ふかのう不可能はっかん発刊きゅうゆう旧友

ぶうんちょうきゅう武運長久しきゅう至急ひれい比例ぶつぞう仏像でんあつ電圧えいえん永遠かねんせい可燃性きゅうかん休刊きゅうしき旧式

ひさびさ久々しりゅう支流はんぴれい反比例だいぶつ大仏じゅうあつ重圧えいじゅう永住きょか許可ふっかん復刊きゅうこう旧交

ひさしぶり久しぶりしじ指示たいひ対比じょうぶつ成仏きあつ気圧えいみん永眠にんか認可ゆうかん夕刊きゅうはん旧版

しはい支配ちからくらべ力比べねんぶつ念仏すいあつ水圧えいだい永代ふか不可そうかん創刊しんきゅう新旧

してん視点せいくらべ背比べほとけさま仏様けつあつ血圧すえながい末永いしんかん新刊ふっきゅう復旧

みじたく身支度のどぼとけのど仏ていきあつ低気圧しゅうかんし週刊誌きゅうやくせいしょ旧約聖書

のしならびひにんべんつちみずくちりっとうひ

3画4画5画

久支比仏圧永可旧 刊



5年生で習う漢字200

画数順 2

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例用例用例用例用例

部首 部首部首部首部首部首部首部首部首

クしめ¦す
ジ
（シ）

（おか¦す）ハンぬのフベンした（ゼツ）（よ¦る）インかり
カ
（ケ）

ケン

はいく俳句ずし図示はんこう犯行ふきょう布教べんかい弁解べんぜつ弁舌いんが因果かな仮名ようけん用件

もんく文句じだん示談はんざい犯罪こうふ公布べんご弁護どくぜつ毒舌いんがかんけい因果関係かめん仮面じけん事件

ごく語句あんじ暗示はんにん犯人さいふ財布べんとう弁当したさき舌先いんねん因縁かてい仮定じょうけん条件

せっく節句くんじ訓示しゅはん主犯さんぷ散布べんめい弁明したうち舌打ちいんしゅう因習かせつ仮設べっけん別件

ついく対句しじ指示じゅうはん従犯もうふ毛布べんろん弁論にまいじた二枚舌げんいん原因かそうぎょうれつ仮装行列いっけん一件

きんく禁句てんじ展示ぼうはん防犯めんぷ綿布とうべん答弁したたらず舌足らずしょういん勝因けびょう仮病けんめい件名

ぜっく絶句ていじ提示げんこうはん現行犯はいふ配布ねつべん熱弁いちいん一因かりに仮にけんすう件数

くとうてん句読点ひょうじ表示ぶんぷ分布えきべん駅弁きいん起因かりずまい仮住まいじんけんひ人件費

かんようく慣用句れいじ例示ぬのじ布地かべん花弁よういん要因

ぬのめ布目あんぜんべん安全弁はいいん敗因

にんべんにんべん くちしめすけものへんはばきょう・こまねきしたくにがまえ

5画6画

因仮件 句示犯布弁舌



5年生で習う漢字200

画数順 3

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例 用例用例用例 用例用例用例用例

部首 部首部首部首部首 部首部首部首部首

あ¦るザイふたた¦び
サイ
サ

ダン
（トン）

まか¦せる
まか¦す

ニンに¦る（ジ）オウ
こころよ¦
い

カイ（わざ）ギキン

ざいこうせい在校生さいかい再会だんたい団体にんき任期るいじ類似おうとう応答かいかつ快活ぎじゅつ技術きんせい均整

ざいがく在学さいき再起だんち団地にんむ任務そうじ相似おうよう応用かいせい快晴ぎげい技芸きんとう均等

ざいたく在宅さいけん再建だんけつ団結にんめい任命ぎじたいけん疑似体験おうぼ応募かいきょ快挙ぎし技師きんしつ均質

ざいらい在来さいこう再興いちだん一団いにん委任にがおえ似顔絵おうきゅうてあて応急手当てかいちょう快調ぎのう技能きんいつ均一

けんざい健在さいせい再生がくだん楽団しんにん新任そらに空似りんきおうへん臨機応変かいてき快適ぎほう技法へいきん平均

じつざい実在さいど再度しゅうだん集団たいにん退任にあう似合うてきおう適応かいかん快感きゅうぎ球技へいきんてん平均点

ふざい不在さいこう再考にゅうだん入団せきにん責任たいおう対応かいそく快速じつぎ実技へいきんきおん平均気温

げんざい現在さいかい再開げきだん劇団たんにん担任こおう呼応けいかい軽快きょうぎ競技

そんざい存在さいりよう再利用がっしょうだん合唱団ひとまかせ人任せはんのう反応つうかい痛快えんぎ演技

ありかた在り方さらいねん再来年ふとん布団ぜんかい全快とくぎ特技

めいかい明快

つちどうがまえくにがまえにんべんにんべんこころりっしんべんてへんつちへん

6画7画

在再団任似応快技均



5年生で習う漢字200

画数順 4

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例 用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

（わざわ¦
い）

サイ
こころざ¦
す
こころざし

シジョジョウジョウ
ハン
バン

ふせ¦ぐボウ
あま¦る
あま¦す

ヨえだ（シ）

さいがい災害しがん志願じょきょく序曲条件じょうけん状勢じょうせい判決はんけつ防衛ぼうえい余暇よか枝葉しよう

さいなん災難しぼう志望じょぶん序文条文じょうぶん状態じょうたい判断はんだん防水ぼうすい余興よきょう枝葉末節しようまっせつ

かさい火災いし意思じょすう序数条約じょうやく異状いじょう判定はんてい防火ぼうか余計よけい枝豆えだまめ

じんさい人災たいし大志じょれつ序列条令じょうれい現状げんじょう判事はんじ防災ぼうさい余生よせい枝道えだみち

せんさい戦災しょし初志じょろん序論条例じょうれい賞状しょうじょう判別はんべつ防犯ぼうはん余分よぶん小枝こえだ

てんさい天災どうし同志じゅんじょ順序信条しんじょう書状しょじょう判明はんめい防止ぼうし余力よりょく枝毛えだげ

ぼうさい防災ゆうし有志じじょ自序金科玉条きんかぎょくじょう令状れいじょう裁判さいばん予防よぼう余罪よざい枝分かれえだわかれ

わざわいする災いする年賀状ねんがじょう評判ひょうばん防風林ぼうふうりん余談よだん

招待状しょうたいじょう批判ひはん防寒具ぼうかんぐ余白よはく

消防車しょうぼうしゃ余り物あまりもの

きへん いぬりっとうこざとへんひとやね ひこころまだれき

7画8画

枝 災志序条状判防余



5年生で習う漢字200

画数順 5

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例用例用例用例用例用例用例用例

部首 部首部首部首部首 部首部首部首部首

やさ¦しい
エキ
イ

オウ（あたい）カかわカい¦るキョケンき¦くコウつまサイシャ

あんい安易おうふく往復かち価値かせん河川こうきょ皇居しょっけん食券こうか効果あいさい愛妻きしゅくしゃ寄宿舎

なんい難易おうふくしょかん往復書簡かかく価格かこう河口じゅうきょ住居かぶけん株券こうりょく効力ふさい夫妻ぎゅうしゃ牛舎

ようい容易おうらい往来ひょうか評価うんが運河てんきょ転居にゅうじょうけん入場券こうりつ効率せんさい先妻しゅくしゃ宿舎

へいい平易おうろ往路ていか定価さんが山河しんきょ新居とっきゅうけん特急券こうのう効能ごさい後妻ちょうしゃ庁舎

かんんい簡易おうねん往年げんか原価たいが大河きょしつ居室しょうたいけん招待券こうよう効用さいし妻子へいしゃ兵舎

えきしゃ易者おうしん往診じか時価ひょうが氷河いま居間ていきけん定期券ゆうこう有効さいたいしゃ妻帯者こうしゃ校舎

ぼうえき貿易おうじょう往生ちか地価ぎんが銀河いどころ居所しょうひんけん商品券むこう無効ひとづま人妻えきしゃ駅舎

ぼうえきこう貿易港うおうさおう右往左往ぶっか物価かわら河原いなおる居直るとっこうやく特効薬かんしゃ官舎

こうえき交易かぶか株価しらかわよふね白河夜船いるす居留守いなか田舎

こうか高価

あんか安価

ひぎょうにんべんにんべんさんずいしかばねかたなちからおんなひとやね・ひとがしら

8画

効妻 易往価河居券舎



5年生で習う漢字200

画数順 6

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例 用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

の¦べるジュツまね¦くショウ
（うけたま
わ¦る）

ショウセイ
セイ　　　
（ショウ）

ハン

こ¦える　　
こえ　　　　
こ¦やす　　
こ¦やし

ヒヒ
ブ　　　　　
ム

じゅつご述語しょうしゅう招集しょうち承知せいげん制限せいかく性格はんが版画ひだい肥大ひこう非行ぶき武器

きじゅつ記述しょうたい招待しょうにん承認せいさく制作せいのう性能はんけん版権ひまん肥満ひうん非運ぶし武士

きょうじゅつ供述しょうたいきゃく招待客しょうふく承服せいど制度せいしつ性質かっぱん活版ひりょう肥料ひなん非難ぶしょう武将

ちょじゅつ著述しょうたいじょう招待状でんしょう伝承せいふく制服せいべつ性別きゅうはん旧版たいひたい肥ひりき非力ぶじゅつ武術

こうじゅつ後述てまねき手招きふしょうぶしょう不承不承せいてい制定りせい理性しんぱん新版しもごえ下肥ぜひ是非ぶりょく武力

ぜんじゅつ前述せいやく制約ようせい陽性ずはん図版ひかぜい非課税ぶゆうでん武勇伝

こうじゅつひっき口述筆記せっせい節制とくせい特性もくはん木版ひじょうしき非常識ぶんぶりょうどう文武両道

きせい規制いせい異性しゅっぱん出版ひばいひん非売品ぶどう武道

きょうせい強制こせい個性しょはん初版むしゃ武者

たいせい体制しょうぶん性分ぜっぱん絶版

きしょう気性

りっしんべんかたへん しんにょう・しんにゅうてへんてりっとうにくづきあらすとめる

8画

武 性版肥非 述招承制



5年生で習う漢字200

画数順 7

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例用例用例用例 用例

部首 部首部首部首部首 部首部首部首部首

あつ¦い(コウ)まよ¦う（メイ）
さか
さか¦らう

ギャクかぎ¦るゲン（ゆえ）コサ
（まつりご
と）

セイ
（ショウ）

ソソク

こうい厚意めいしん迷信ぎゃくてん逆転げんかい限界こきょう故郷ささつ査察せいけん政権そこく祖国かいそく会則

こうじょう厚情めいろ迷路ぎゃくさん逆算げんど限度ここく故国けんさ検査せいとう政党そせん祖先きそく規則

おんこう温厚めいわく迷わくぎゃくりゅう逆流げんてい限定こじ故事けんさけっか検査結果せいじ政治そふ祖父げんそく原則

あつがみ厚紙こんめい混迷ぎゃくじょう逆上せいげん制限こしょう故障さてい査定せいさく政策そぼ祖母こうそく校則

あつぎ厚着ていめい低迷ぎゃっきょう逆境もんげん門限こじん故人さもん査問せいふ政府がんそ元祖てっそく鉄則

てあつい手厚いちまよう血迷うぎゃくこうか逆効果ゆうげん有限こじせいご故事成語ちょうさ調査ぜんせい善政きょうそ教祖はんそく反則

ぶあつい分厚いまいご迷子はんぎゃく反逆きげん期限じこ事故こくせいちょうさ国勢調査ぎょうせい行政せんぞ先祖ほうそく法則

さかさま逆さまけんげん権限こい故意きまつこうさ期末考査ざいせい財政へんそくてき変則的

さかだち逆立ちちからのかぎり力の限りこくせい国政きょうそくぼん教則本

みんせい民政

がんだれしんにょう・しんにゅうしんにょう・しんにゅうこざとへんぼくにょう・のぶんきぼくにょう・のぶんしめすへんりっとう

9画

厚迷逆限故査政祖則



5年生で習う漢字200

画数順 8

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例用例用例用例用例用例用例用例

部首 部首部首部首部首 部首部首部首部首

しりぞ¦く
しりぞ¦ける

タイひと¦りドクたも¦つホさくら（オウ）
エキ
（ヤク）

オン
カク
（コウ）

コたがや¦すコウ

たいいん退院どくがく独学ほおん保温おうか桜花えきちょう益鳥おんじん恩人かくしき格式こしつ個室こうさく耕作

たいきょ退去どくさい独裁ほいく保育おうとう桜桃えきちゅう益虫おんけい恩恵かくちょう格調こじん個人こうち耕地

たいじ退治どくしょう独唱ほけん保険さくらいろ桜色ゆうえき有益おんぎ恩義かくげん格言こすう個数こうぐ耕具

たいか退化どくじ独自ほご保護さくらがい桜貝りえき利益おんじょう恩情かっこう格好こせい個性こううんき耕うん機

たいがく退学どくしん独身ほぞん保存さくらゆ桜湯しゅうえき収益おんし恩師じんかく人格こてん個展きゅうこう休耕

たいじょう退場どくだん独断ほかん保管やまざくら山桜じつえき実益おんきゅう恩給たいかく体格こべつ個別のうこう農耕

いんたい引退どくりつ独立ほじ保持はざくら葉桜そんえき損益しゃおん謝恩こっかく骨格べっこ別個せいこううどく晴耕雨読

こうたい後退たんどく単独ほりゅう保留やえざくら八重桜むえき無益おんがえし恩返ししかく資格

しんたい進退ひとりごと独り言かくほ確保ぞうえき増益ごうかく合格

そうたい早退ほけんしつ保健室ごりやく御利益せいかく性格

じたい辞退かかく価格

しんにょう・しんにゅうけものへんにんべんきへんさらこころきへんにんべんすきへん

9画10画

格個耕 退独保桜益恩



5年生で習う漢字200

画数順 9

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例 用例用例 用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

ザイおさ¦めシシュウソつく¦るゾウノウやぶ¦るハたわらヒョウヨウ

ざいかい財界してい師弟しゅうがくりょこう修学旅行そしつ素質ぞうか造花のうがく能楽はかく破格こめいっぴょう米一俵ようい容易

ざいさん財産いし医師しゅぎょう修行そこう素行ぞうえん造園のうめん能面はさん破産どひょう土俵ようき容器

ざいせい財政おんし恩師しゅうせい修正そざい素材ぞうせん造船のうりつ能率はそん破損たわらがた俵型ようし容姿

ざいりょく財力ぎし技師しゅうり修理かんそ簡素かいぞう改造のうりょく能力はへん破片こめだわら米俵ようせき容積

ざいげん財源きょうし教師しゅぎょう修業さんそ酸素けんぞう建造かのう可能そうは走破すみだわら炭俵ようだい容態

ざいほう財宝こうし講師かいしゅう改修しっそ質素せいぞう製造きのう機能だは打破きょよう許容

さいふ財布ぼくし牧師けんしゅう研修へいそ平素こうぞう構造さいのう才能どくは読破けいよう形容

かざい家財にわし庭師しゅうどういん修道院ようそ要素そうぞう創造げいのう芸能かたやぶり型破りないよう内容

しざい資材りょうし漁師すがお素顔らんぞう乱造ほんのう本能びよう美容

ぶんかざい文化財せんきょうし宣教師すじょう素性むぞうさ無造作ゆうのう有能ようぎしゃ容疑者

しょうひざい消費財しろうと素人ほうしゃのう放射能

かいへんはばにんべんいとしんにょう・しんにゅうにくづきいしへんにんべんうかんむり

10画

容 造能破俵 財師修素



5年生で習う漢字200

画数順 10

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

と¦める
と¦まる

リュウ
ル

ひき¦いる
（ソツ）
リツ

まず¦しい
（ヒン）
ビン

うつ¦る
うつ¦す

イエキ（まなこ）
ガン
（ゲン）

よ¦る
よ¦せる

キ
（もと）
（もとい）

キキ

りゅうがく留学かくじつ確率ひんけつ貧血いしょく移植えきたい液体がんか眼科きこう寄稿きじゅん基準きかく規格

りゅうい留意こうりつ効率ひんこん貧困いそう移送えきじょう液状がんきゅう眼球きふ寄付きそ基礎きそく規則

りゅうにん留任ひりつ比率ひんじゃく貧弱いてん移転えきかガス液化ガスがんちゅう眼中きせいちゅう寄生虫きち基地きぼ規模

ざんりゅう残留ばいりつ倍率ひんぷ貧富いどう移動けつえき血液がんこう眼光きしゅくしゃ寄宿舎ききん基金きりつ規律

ほりゅう保留のうりつ能率ひんみん貧民いじゅう移住にゅうえき乳液きんがん近眼ちかよる近寄るきちょう基調じょうぎ定規

じょうりゅうすい蒸留水えんしゅうりつ円周率びんぼう貧乏いみん移民たいえき体液ちゃくがん着眼よりみち寄り道きほん基本ほうき法規

ていりゅうじょ停留所ひゃくぶんりつ百分率せいひん清貧てんい転移いえき胃液にくがん肉眼よせざん寄せ算きかんさんぎょう基幹産業きてい規定

るす留守いんそつ引率へんい変移じゅえき樹液ほうがんし方眼紙よせ寄席きせい規制

とめがね留め金けいそつ軽率うつりかわり移り変わりしょうどくえき消毒液せんりがん千里眼きやく規約

めがね眼鏡

みる さんずいめへんうかんむりつち たげんかいのぎへん

10画11画

規 留率貧移液眼寄基



5年生で習う漢字200

画数順 11

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例 用例用例用例用例

部首 部首部首部首部首 部首部首部首部首

ゆる¦すキョへ¦る
ケイ
（キョウ）

けわ¦しいケン
あらわ¦れ
る
あらわ¦す

ゲン
ま¦じる
ま¦ざる
ま¦ぜる

コンと¦るサイ

（さず¦け
る）
（さず¦か
る）

ジュジュツ
つね
（とこ）

ジョウ

きょか許可けいえい経営けんあく険悪げんきん現金こんけつ混血さいくつ採掘じゅぎょう授業がくじゅつ学術じょうしき常識

きょようりょう許容量けいけん経験きけん危険げんざい現在こんごう混合さいけつ採決じゅしょう授賞ぎじゅつ技術じょうりょくじゅ常緑樹

とっきょ特許けいざい経済ぼうけん冒険げんじつ現実こんざつ混雑さいけつ採決じゅしょうしき授賞式げいじゅつ芸術いじょう異常

にんきょ認許けいか経過けんこうほけん健康保険げんば現場こんせん混線さいこう採光じゅじゅ授受しゅじゅつ手術せいじょう正常

めんきょ免許けいひ経費けんがある険があるげんじょう現状こんせん混戦さいしゅう採集じゅよ授与びじゅつ美術つうじょう通常

ゆるし許しけいゆ経由げんだい現代こんどう混同さいてん採点きょうじゅ教授わじゅつ話術へいじょう平常

けいれき経歴じつげん実現こんにゅう混入さいよう採用じょきょうじゅ助教授いじゅつ医術にちじょう日常

しんけい神経さいげん再現こんらん混乱さいろく採録でんじゅ伝授ぶじゅつ武術ひじょう非常

とうけい東経しゅつげん出現とりいれる採り入れるぶじゅつ馬術つねひごろ常日ごろ

きょてん経典ひょうげん表現じんじゅつ仁術とこなつ常夏

さいがい災害

ごんべんいとへんこざとへんおうへんさんずいてへんてへんぎょうがまえはば

11画

授術常 混採 許経険現



5年生で習う漢字200

画数順 12

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

なさ¦け
ジョウ
（セイ）

せ¦めるセキもう¦けるセツ（つ¦ぐ）セツ
（た¦つ）
ことわ¦る

ダンは¦るチョウフつと¦めるムリャク

じょうけい情景せきにん責任せっけい設計せっきん接近だんこ断固かくちょう拡張ふじん婦人ぎむ義務りゃくじ略字

じょうねつ情熱せきにんかん責任感せってい設定せっしょく接触だんぜつ断絶きんちょう緊張しゅふ主婦きんむ勤務りゃくしょう略称

じょうほう情報せきむ責務せつび設備せったい接待だんてい断定しゅちょう主張ふうふ夫婦じむ事務りゃくず略図

あいじょう愛情じゅうせき重責せつりつ設立せっせん接戦だんげん断言しゅっちょう出張しんぷ新婦にんむ任務りゃくれき略歴

かんじょう感情しょくせき職責せつもん設問せってん接点だんすい断水ちょうほんにん張本人かんごふ看護婦こうむいん公務員かんりゃく簡略

ごうじょう強情じせき自責せっち設置かんせつ間接だんめんず断面図いいはる言い張るほけんふ保健婦じょうむいん乗務員さくりゃく策略

ゆうじょう友情せめをおう責めを負うぞうせつ増設ちょくせつ直接おうだん横断でっぱり出っ張りさんふじんか産婦人科ぜいむしょ税務署けいりゃく計略

じつじょう実情かせつ仮設めんせつ面接けつだん決断よくばる欲張るがいむだいじん外務大臣しょうりゃく省略

しんじょう心情けんせつ建設おうせつしつ応接室はんだん判断りゃくす略す

ひょうじょう表情しんせつ新設つぎき接ぎ木せつだん切断

なさけぶかい情け深いゆだん油断

ちからたへん おのづくりゆみへんおんなへん りっしんべんかいごんべんてへん

11画

略 情責設接断張婦務



5年生で習う漢字200

画数順 13

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例 用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

か¦す（タイ）いとな¦むエイ

す¦ぎる
す¦ごす
（あやま¦
つ）
（あやま¦
ち）

カガケン
へ¦る
へ¦らす

ゲンショウゼイ
た¦える
た¦やす
た¦つ

ゼツ

たいしゃく貸借えいぎょう営業かこ過去がしょう賀正けんおん検温げんしょう減少しょうげん証言ぜいきん税金ぜったい絶対

ちんたい賃貸えいり営利かしつ過失がじょう賀状けんさ検査げんしょく減食しょうめい証明ぜいかん税関ぜっぺき絶壁

かしほん貸本けいえい経営かてい過程がしゅん賀春けんとう検討げんぜい減税しょうもん証文こくぜい国税ぜつぼう絶望

かしや貸家うんえい運営かしん過信ねんがじょう年賀状けんべん検便げんてん減点しょうにん証人だつぜい脱税ぜっさん絶賛

まえがし前貸しじんえい陣営かろう過労しゅくがかい祝賀会たんけん探検げんぞく減速けんしょう検証かぜい課税ぜっこう絶交

かしかり貸し借りこくえい国営かだい過大きんがしんねん謹賀新年てんけん点検ぞうげん増減かくしょう確証ぞうぜい増税ぜっけい絶景

かしきり貸し切りしえい市営かげき過激けんてい検定かげん加減ほしょう保証げんぜい減税にんきぜっちょう人気絶頂

えいりんしょ営林署かはんすう過半数けんがん検眼けいげん軽減そつぎょうしょうしょ卒業証書のうぜい納税きぜつ気絶

いとなみ営みけいか経過けんさつ検札がくせいしょう学生証しょうひぜい消費税ぜったいぜつめい絶体絶命

つうか通過けんきょ検挙じゅうみんぜい住民税

みすごす見過ごすかんぜい関税

きへんさんずい かいつかんむりしんにょう・しんにゅうかいごんべんのぎへんいとへん

12画

絶 貸営過賀検減証税



5年生で習う漢字200

画数順 14

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

はか¦るソクゾク（ほど）テイ（さ¦げる）テイ（す¦べる）トウ
そな¦える
そな¦わる

ビヒョウ
と¦む
とみ

フ
（フウ）

フク

そくてい測定ぞっこく属国ていど程度ていあん提案とういつ統一びこう備考ひょうか評価ふきょう富強ふくしゅう復習

そくりょう測量ぞくせい属性おんてい音程ていき提起とうけい統計びひん備品ひょうばん評判ふじさん富士山ふくげん復元

そっこうじょ測候所きんぞく金属かてい過程ていきょう提供とうごう統合かんび完備ひょうろん評論こくふ国富ふくしょう復唱

かんそく観測じゅうぞく従属きてい規定ていげん提言とうち統治じゅんび準備あくひょう悪評ひんぷ貧富ふっき復帰

すいそく推測てんぞく転属こうてい工程ていじ提示けっとう血統ぐんび軍備ふひょう不評ほうふ豊富ふっかつ復活

ふそく不測ききんぞく貴金属こうてい行程ていしゅつ提出せいとう正統せつび設備ていひょう定評ふうき/ふっき富貴ふっこう復興

もくそく目測しょぞく所属にってい日程ていしょう提唱でんとう伝統せいび整備こうひょう好評おうふく往復

よそく予測せんぞく専属りょてい旅程ぜんてい前提けいとうてき系統的しゅび守備しょひょう書評かいふく回復

はいぞく配属ほどよい程よいてさげ手提げだいとうりょう大統領そうび装備ひひょう批評はんぷく反復

ふぞく付属よび予備ひょうぎかい評議会ほうふく報復

12画

ぎょうにんべん いとへんにんべんごんべんうかんむり さんずいしかばねのぎへんてへん

復 統備評富 測属程提



5年生で習う漢字200

画数順 15

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

（むく¦い
る）

ホウボウ
と¦く
と¦かす
と¦ける

カイ
（ゲ）

みきカンギキン
む¦れる
む¦れ
むら

グンコウつみザイ

ほうこく報告ぼうえき貿易かいけつ解決かんじ幹事ぎむ義務きんし禁止ぐんしゅう群衆こうざん鉱山ざいあく罪悪

ほうどう報道ぼうえきがく貿易額かいさん解散かんぶ幹部ぎり義理たちいりきんし立入禁止ぐんぞう群像こうせき鉱石ざいにん罪人

ほうふく報復ぼうえきこう貿易港かいほう解放こんかん根幹ぎふ義父きんえん禁煙ぐんとう群島こうふ鉱夫しゃざい謝罪

ほうしゅう報酬ぼうえきしょう貿易商かいせつ解説しゅかん主幹いぎ意義きんく禁句ぐんせい群生こうみゃく鉱脈はんざい犯罪

じょうほう情報ぼうえきふう貿易風かいとう解答しんかんせん新幹線こうぎ講義きんしゅ禁酒ぐんしゅう群集こうぶつ鉱物こうざい功罪

かほう果報ごかい誤解きかんさんぎょう基幹産業じんぎ仁義きんりょう禁漁たいぐん大群こうぎょう鉱業じゅうざい重罪

そくほう速報べんかい弁解きのみき木の幹しゅぎ主義かいきん解禁ぎょぐん魚群こうせん鉱泉むざい無罪

けいほう警報わかい和解みんしゅしゅぎ民主主義げんきん厳禁いちぐん一群きんこう金鉱ゆうざい有罪

ごほう誤報りかい理解せいぎ正義はっきん発禁たんこう炭鉱つみぶかい罪深い

でんぽう電報ぶんかい分解

よほう予報うちとける打ち解ける

12画13画

あみがしら ひつじしめすひつじかねへん つちかいつのへんいちじゅう

罪 禁群鉱 義 報貿解幹



5年生で習う漢字200

画数順 16

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例 用例 用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

か¦うシシジュンいきお¦いセイ

（そこ¦な
う）
（そこ¦ね
る）

ソンはかボゆた¦かホウゆめム
あず¦ける
あず¦かる

ヨ

しいく飼育しかく資格じゅんび準備せいりょく勢力そんがい損害ぼさん墓参ほうさく豊作むそう夢想よきん預金

しりょう飼料しきん資金きじゅん基準ゆうせい優勢そんしつ損失ぼぜん墓前ほうねん豊年むちゅう夢中よきんつうちょう預金通帳

はなしがい放し飼いしさん資産しょうじゅん照準けいせい形勢そんとく損得ぼち墓地ほうふ豊富むゆうびょう夢遊病よちょきん預貯金

かいぬし飼い主しざい資材すいじゅん水準しせい姿勢そんえき損益ぼひょう墓標ほうまん豊満あくむ悪夢よげん預言

かいいぬ飼い犬ししつ資質ひょうじゅん標準うんせい運勢そんしょう損傷ぼせき/はかいし墓石ほうりょう豊漁はつゆめ初夢おあずけお預け

しげん資源じゅんけっしょう準決勝たいせい態勢はそん破損はかば墓場こころゆたか心豊かまさゆめ正夢

しほん資本じゅんかいいん準会員おおぜい/たいせい大勢みそこなう見損なうはかまいり墓参りゆめじ夢路

しりょう資料じょうせい情勢ゆめみる夢見る

がくし学資たぜい多勢ゆめものがたり夢物語

ぶっし物資こくせいちょうさ国勢調査

13画

しょくへんかいさんずいちからてへんつちまめゆうべ・たおおがい

預 損墓豊夢 飼資準勢



5年生で習う漢字200

画数順 17

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

エン
な¦れる
な¦らす

カンさかい
キョウ
（ケイ）

かま¦える
かま¦う

コウ（きわ）サイ
ザツ
ゾウ

（す¦い）サンセイ
セイ
（ショウ）

えんぎ演技かんしゅう慣習きょうかい境界こうせい構成さいげん際限ざつおん雑音さんせい酸性せいさく製作せいこん精根

えんそう演奏かんれい慣例きょうぐう境遇こうそう構想こうさい交際ざっし雑誌さんそ酸素せいず製図せいどく精読

えんぜつ演説しゅうかん習慣きょうち境地こうぞう構造こくさい国際ざっそう雑草さんみ酸味せいひん製品せいえい精鋭

えんしゅう演習かんようく慣用句かんきょう環境こうず構図じっさい実際ざつだん雑談さんか酸化せいほん製本せいきん精勤

えんげき演劇ふなれ不慣れひきょう秘境こうない構内ぶんざい分際ざっしゅ雑種さんけつじょうたい酸欠状態せいぞう製造せいさん精算

しゅえん主演かいならす飼い慣らすこっきょう国境こうちく構築きわだつ際立つざった雑多えんさん塩酸せいてつ製鉄せいしん精神

きょうえん共演けいだい境内けっこう結構きわもの際物ざつよう雑用せいさん青酸とくせい特製せいみつ精密

こうえん公演さかいめ境目きこう機構まどぎわ窓際らんざつ乱雑たんさん炭酸てせい手製せいりょくてき精力的

しゅつえん出演みさかい見境もんがまえ門構えいまわのきわ今わの際こんざつ混雑いさん胃酸さくせい作製しょうじん精進

じつえん実演こころがまえ心構えふくざつ複雑ふくせい複製ぶしょう不精

ぞうきばやし雑木林

こめへん こざとへんふるとりとりへんころも さんずいりっしんべんつちへんきへん

14画

精 演慣堺構際雑酸製



5年生で習う漢字200

画数順 18

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首部首部首部首部首

（ぜに）センソウゾウ
ま¦す
ふ¦える
ふ¦やす

ゾウタイテキドウトクフク

せんとう銭湯そうい総意えいぞう映像ぞうか増加たいど態度てきおう適応どうか銅貨とくいく徳育ふくがん複眼

いっせん一銭そうかい総会がぞう画像ぞうぜい増税たいせい態勢てきせつ適切どうけん銅剣とくよう徳用ふくざつ複雑

あくせん悪銭そうごう総合じつぞう実像ぞうさつ増刷じったい実態てきとう適当どうざん銅山あくとく悪徳ふくしゃ複写

きんせん金銭そうすう総数きょうぞう胸像ぞうえき増益じょうたい状態てきど適度どうぞう銅像じんとく人徳ふくせい複製

こせん古銭そうり総理げんぞう現像ぞうげん増減せいたい生態てきりょう適量どうせい銅製どうとく道徳ふくせん複線

つりせんつり銭そうりょう総量そうぞう想像ぞうすい増水へんたい変態てきひ適否どうせん銅線びとく美徳ふくすう複数

こぜにいれ小銭入れそうりょく総力どうぞう銅像ばいぞう倍増ようだい容態かいてき快適どうばん銅板こうとくしん公徳心ちょうふく/じゅうふく重複

そうろん総論ぶつぞう仏像げきぞう激増ひじょうじたい非常事態さいてき最適しゃくどう赤銅ふくごうご複合語

そうかくすう総画数りつぞう立像きゅうぞう急増てきざいてきしょ適材適所ふんどう分銅

そうせんきょ総選挙じがぞう自画像ひましに日増しにせいどう青銅

14画

ぎょうにんべんころもへん こころしんにょう・しんにゅうかねへん かねへんいとへんにんべんつちへん

複 態適銅徳 銭総像増



5年生で習う漢字200

画数順 19

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例 用例用例

部首

用例用例用例用例用例

部首部首部首部首 部首部首部首部首

わたメンリョウたし¦か
たし¦かめる

カク（いさぎよ¦
い）

ケツサン
シツ
（シチ）
（チ）

（かたき）テキみちび¦くドウあ¦むヘン

めんか綿花りょうかい領海かくじつ確実けっぱく潔白さんい賛意しつぎ質疑てきい敵意どうにゅう導入へんきょく編曲

めんみつ綿密りょうち領地かくてい確定かんけつ簡潔さんじ賛辞しっそ質素てきぐん敵軍しどう指導へんしゅう編集

めんおりもの綿織物りょうぶん領分かくにん確認こうけつ高潔さんせい酸性ししつ資質てきこく敵国せんどう先導へんせい編成

かいめん海綿りょうしゅ領主かくしん確信じゅんけつ純潔さんぴ賛否そしつ素質てきたい敵対でんどう伝統へんにゅう編入

わたぐも綿雲りょうど領土かくほ確保せいけつ清潔さんび賛美ざいしつ材質てきみかた敵味方ゆうどう誘導ちょうへん長編

わたげ綿毛おうりょう横領かくりつ確率ふけつ不潔きょうどう賛同ひんしつ品質きょうてき強敵どうかせん導火線こうへん後編

わたいれ綿入れせんりょう占領てきかく的確ぜっさん絶賛しつもん質問しゅくてき宿敵みちびきだす導き出すぞくへん続編

まわた真綿しゅりょう首領せいかく正確きょうさん協賛せいしつ性質こうてきしゅ好敵手へんしゅうしゃ編集者

もめん木綿ようりょう要領めいかく明確しょうさん称賛ひとじち人質かたきやく敵役あみもの編み物

だいとうりょう大統領じがじさん自画自賛げんち言質

14画15画

いとへんおおがいいしへんさんずいかいかいぼくにょう・のぶんすんいとへん

綿領確潔賛質敵導編



5年生で習う漢字200

画数順 20

訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音訓音

用例 用例用例用例用例用例用例用例用例

部首部首 部首部首部首部首部首部首部首

（あば¦く）
あば¦れる

ボウ
（バク）

エイ（おこ¦る）
（おこ¦す）

コウきず¦くチク
も¦える
も¦やす
も¦す

ネンユコウ
（あやま¦
る）

シャセキ

ぼうかん暴漢えいせい衛生きょうみ興味ちくぞう築造ねんしょう燃焼ゆけつ輸血こうえん講演しゃい謝意ぎょうせき業績

ぼうくん暴君えいせい衛星そっきょう即興ちくじょう築城ねんりょう燃料ゆしゅつ輸出こうぎ講義しゃざい謝罪こうせき功績

ぼうげん暴言じんこうえいせい人工衛星よきょう余興かいちく改築かねんせい可燃性ゆにゅう輸入こうし講師しゃおん謝恩じっせき実績

ぼうこう暴行ごえい護衛こうふん興奮けんちく建築もえあがる燃え上がるゆそう輸送こうひょう講評しゃじ謝辞せいせき成績

ぼうらく暴落しゅえい守衛こうぼう興亡こうちく構築もえつく燃え付くうんゆ運輸こうどう講堂しゃれい謝礼せんせき戦績

ぼうりょく暴力ぼうえい防衛こうぎょう興行しゅうちく修築くうゆ空輸こうしゅう講習げっしゃ月謝ぼうせき紡績

ぼうそう暴走ぜんえい前衛こうぎょう興業ぞうちく増築みつゆ密輸かいこう開講かんしゃ感謝

ぼうふう暴風じえいたい自衛隊ふっこう復興しんちく新築じゅこう受講めんかいしゃぜつ面会謝絶

らんぼう乱暴さいこう再興こうわじょうやく講和条約ひらあやまり平謝り

ぼういんぼうしょく暴飲暴食

ひぎょうがまえうす

17画 16画

たけかんむりひへんくるまへんごんべんごんべんいとへん

15画

績 暴衛興築燃輸講謝



5年生で習う漢字200

画数順 21

訓音訓音訓音訓音訓音

用例用例用例用例用例

部首部首部首部首部首

お¦る
（ショク）
シキ

ひたいガクショクシキゴ

しょくじょ織女がくぶち額縁しょくぎょう職業しきしゃ識者ごがんこうじ護岸工事

しょっき織機ぜんがく全額しょくにん職人いしき意識ごえい護衛

そしき組織はんがく半額しょくば職場がくしき学識あいご愛護

けおりもの毛織物さがく差額しょくいんしつ職員室けんしき見識かんご看護

おりひめ織りひめたがく多額きゅうしょく求職はくしき博識きゅうご救護

はたおり機織りきんがく金額きゅうしょく休職ひょうしき標識しゅご守護

ざんがく残額たいしょく退職りょうしき良識べんご弁護

ていがく定額しゅうしょく就職じょうしき常識ほご保護

そうがく総額ないしょく内職ちしき知識ようご養護

むしょく無職にんしき認識

18画19画20画

ごんべん いとへんおおがいみみへんごんべん

織額職識護
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