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読み間違いやすい漢字・読みにくい漢字



ふせつ そんち じゅんしゅ だいたい はんれい せんてい しゃへい

敷設 存置 遵守 代替 凡例 剪定 遮蔽
かくさ ぜいじゃく しょうさい そうさい さっきゅう ぜんじ すうせい

較差 脆弱 詳細 相殺 早急 漸次 趨勢
かんすい すいこう はんちゅう たんのう じんあい こしょう むじんぞう

完遂 遂行 範疇 堪能 塵埃 湖沼 無尽蔵
たんすい えきむ ちょうせき さくご きじょう ていれん たいじ

湛水 役務 潮汐 錯誤 机上 低廉 対峙
ふっしょく しんちょく すいとう でんぱ かいざん さいせつ きぜん

払拭 進捗 出納 伝播 改竄 砕屑 毅然
はしゅ はんも てんぷ はたん しゅんせつ けんさん のほうず

播種 繁茂 添付 破綻 浚渫 研鑽 野放図
こうちゃく そきゅう かわせ こうてつ ひっぱく ていかん ちょうらく

膠着 遡及 為替 更迭 逼迫 定款 凋落
さしず ねつぞう しゅうわい たいだ とうしゅう はんよう さいしょう

指図 捏造 収賄 怠惰 踏襲 汎用 宰相
みすい ざせつ ほてん じゅうき まいしん てんば ふそん

未遂 挫折 補填 什器 邁進 天端 賦存
ゆうぜい しっぺい あいとう ふほう せいきょ がいとう かせんしき

遊説 疾病 哀悼 訃報 逝去 該当 河川敷
さらち みぞう いっちょういっせき はたご どんよく えんざい きれつ

更地 未曽有 一朝一夕 旅籠 貪欲 冤罪 亀裂
こんりゅう ふぜい じゅんぷうまんぱん あらりえき しこう ふどき しょうたく

建立 風情 順風満帆 粗利益 嗜好 風土記 沼沢
しゅうげん しゅうぎ おみき ごりやく ごようたし こうぼう ふぎょう

祝言 祝儀 御神酒 御利益 御用達 工房 俯仰
せんえつ しにせ つづきがら はんざつ つきぎめ げねつ がんせつ

僭越 老舗 続柄 煩雑 月極 解熱 岩屑
ひんぱん へんせん ぞうお おかん ごうきゅう きそん ふかん

頻繁 変遷 憎悪 悪寒 号泣 既存 俯瞰
そち ひがた とうしゅう おもわく たづな しにょう なごり

措置 干潟 踏襲 思惑 手綱 屎尿 名残
きふく しょうしゅん どくせんじょう りさい じんだい しさ れんち

起伏 頌春 独擅場 罹災 甚大 し渣 廉恥
ひじゅん かんまん しっぺい しょうびょう こくふく ひっぱく ひきょう

批准 緩慢 疾病 傷病 克服 逼迫 卑怯
けんそん けろん きょうあい しょうへい こっき ちゅうしん まんこう

謙遜 戯論 狭隘 招聘 克己 衷心 満腔
せいち くろうと ごうまん かんげん じゅうか はんぷ ちょうい

精緻 玄人 傲慢 諫言 住家 頒布 弔慰
ほんそう きたん いしずえ いしょく えと

奔走 忌憚 礎 委嘱 干支


