
No 語彙 読み No 語彙 読み
1 テレビ てれび 51 赤ちゃん あかちゃん
2 お金 おかね 52 水泳 すいえい
3 目 め 53 桜 さくら
4 卵 たまご 54 ゴルフ ごるふ
5 お母さん おかあさん 55 首 くび
6 電話 でんわ 56 雪 ゆき
7 ご飯 ごはん 57 電車 でんしゃ
8 風呂 ふろ 58 汗 あせ
9 手 て 59 川 かわ
10 お茶 おちゃ 60 鼻 はな
11 薬 くすり 61 石 いし
12 家 いえ 62 ズボン ずぼん
13 お父さん おとうさん 63 女の子 おんなのこ
14 木 き 64 郵便局 ゆうびんきょく
15 顔 かお 65 猫 ねこ
16 花 はな 66 ワイシャツ わいしゃつ
17 カメラ かめら 67 ギター ぎたー
18 パン ぱん 68 ネクタイ ねくたい
19 学校 がっこう 69 オートバイ おーとばい
20 耳 みみ 70 運動会 うんどうかい
21 ボールペン ぼーるぺん 71 雲 くも
22 野菜 やさい 72 看護師 かんごし
23 新聞 しんぶん 73 柔道 じゅうどう
24 牛乳 ぎゅうにゅう 74 鳥 とり
25 バス ばす 75 ボタン ぼたん
26 ベッド べっど 76 船 ふね
27 切手 きって 77 先生 せんせい
28 ピアノ ぴあの 78 エレベーター えれべーたー
29 キャベツ きゃべつ 79 姉 あね
30 野球 やきゅう 80 靴 くつ
31 スカート すかーと 81 指 ゆび
32 米 こめ 82 飛行機 ひこうき
33 テニス てにす 83 冷蔵庫 れいぞうこ
34 夢 ゆめ 84 鉛筆 えんぴつ
35 月 つき 85 ストーブ すとーぶ
36 ジュース じゅーす 86 靴下 くつした
37 トラック とらっく 87 マッチ まっち
38 海 うみ 88 指輪 ゆびわ
39 家族 かぞく 89 歯医者 はいしゃ
40 アイスクリーム あいすくりーむ 90 手袋 てぶくろ
41 ドア どあ 91 胃 い
42 ラジオ らじお 92 動物園 どうぶつえん
43 自転車 じてんしゃ 93 糸 いと
44 山 やま 94 運転手 うんてんしゅ
45 タクシー たくしー 95 池 いけ
46 足 あし 96 挨拶 あいさつ
47 ポスト ぽすと 97 ポット ぽっと
48 犬 いぬ 98 背中 せなか
49 時計 とけい 99 柿 かき
50 映画 えいが 100 着物 きもの
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