
No 語彙 読み No 語彙 読み
201 どんぐり どんぐり 251 鶯 うぐいす
202 もも もも 252 負んぶ おんぶ
203 卓球 たっきゅう 253 皿 さら
204 カンガルー かんがるー 254 よだれ よだれ
205 スケート すけーと 255 自動販売機 じどうはんばいき
206 牛 うし 256 胸 むね
207 算盤 そろばん 257 オムツ おむつ
208 フクロウ ふくろう 258 ふくらはぎ ふくらはぎ
209 コック こっく 259 花束 はなたば
210 らくだ らくだ 260 二人乗り ふたりのり
211 うがい うがい 261 さつま芋 さつまいも
212 口紅 くちべに 262 引っ越し ひっこし
213 肩 かた 263 コンパス こんぱす
214 マイク まいく 264 お寝小 おねしょ
215 桃太郎 ももたろう 265 クレヨン くれよん
216 スケート靴 すけーとぐつ 266 尻 しり
217 カメラマン かめらまん 267 スタンプ すたんぷ
218 梅 うめ 268 脳 のう
219 バイオリン ばいおりん 269 こけし こけし
220 インディアン いんでぃあん 270 握手 あくしゅ
221 ビリヤード びりやーど 271 電卓 でんたく
222 富士山 ふじさん 272 象 ぞう
223 ゴールキーパー ごーるきーぱー 273 万歳 ばんざい
224 昼寝 ひるね 274 風船 ふうせん
225 クラゲ くらげ 275 小指 こゆび
226 ピッチャー ぴっちゃー 276 猿 さる
227 ストロー すとろー 277 鬼 おに
228 亀 かめ 278 ホッチキス ほっちきす
229 七五三 しちごさん 279 こぶ こぶ
230 菊 きく 280 十字架 じゅうじか
231 シャボン玉 しゃぼんだま 281 耳たぶ みみたぶ
232 電池 でんち 282 線香 せんこう
233 キャッチャー きゃっちゃー 283 ベルト べると
234 てるてる坊主 てるてるぼうず 284 人魚 にんぎょ
235 薔薇 ばら 285 栗 くり
236 親指 おやゆび 286 鼻血 はなぢ
237 モグラ もぐら 287 金庫 きんこ
238 サーフィン さーふぃん 288 笑窪 えくぼ
239 滝 たき 289 地球儀 ちきゅうぎ
240 包丁 ほうちょう 290 大工 だいく
241 剣道 けんどう 291 針 はり
242 にきび にきび 292 ウインク ういんく
243 羊 ひつじ 293 生け花 いけばな
244 乾杯 かんぱい 294 裁判官 さいばんかん
245 登山 とざん 295 竹とんぼ たけとんぼ
246 忍者 にんじゃ 296 クリップ くりっぷ
247 キリン きりん 297 漫才 まんざい
248 肺 はい 298 虎 とら
249 ランプ らんぷ 299 体操 たいそう
250 拍手 はくしゅ 300 チンパンジー ちんぱんじー
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