
No 語彙 読み No 語彙 読み
101 駐車場 ちゅうしゃじょう 151 賽銭 さいせん
102 メジャー めじゃー 152 ソフトクリーム そふとくりーむ
103 床屋 とこや 153 球根 きゅうこん
104 注射 ちゅうしゃ 154 孫 まご
105 梨 なし 155 いちご いちご
106 お盆 おぼん 156 やかん やかん
107 銭湯 せんとう 157 カレーライス かれーらいす
108 鯛 たい 158 花屋 はなや
109 相撲 すもう 159 イルカ いるか
110 大根 だいこん 160 コーヒーカップ こーひーかっぷ
111 箸 はし 161 スキー場 すきーじょう
112 団子 だんご 162 ドライヤー どらいやー
113 角 つの 163 かたつむり かたつむり
114 白菜 はくさい 164 パトカー ぱとかー
115 退院 たいいん 165 雪だるま ゆきだるま
116 梅干 うめぼし 166 トンネル とんねる
117 競輪 けいりん 167 マスク ますく
118 煎餅 せんべい 168 競馬 けいば
119 鯉 こい 169 鋸 のこぎり
120 干物 ひもの 170 かき氷 かきごおり
121 救急車 きゅうきゅうしゃ 171 新幹線 しんかんせん
122 人参 にんじん 172 ティッシュペーパー てぃっしゅぺーぱー
123 蟹 かに 173 ヨット よっと
124 竹の子 たけのこ 174 ごぼう ごぼう
125 扇風機 せんぷうき 175 電子レンジ でんしれんじ
126 餅 もち 176 ベランダ べらんだ
127 手形 てがた 177 スプレー すぷれー
128 茄子 なす 178 おなら おなら
129 鳩 はと 179 幼稚園・保育園 ようちえん・ほいくえん
130 縄跳び なわとび 180 歯ブラシ はぶらし
131 缶詰 かんづめ 181 ぎょうざ ぎょうざ
132 仏壇 ぶつだん 182 目薬 めぐすり
133 紫陽花 あじさい 183 ほうき ほうき
134 釜 かま 184 団扇 うちわ
135 白髪 しらが 185 洗濯挟み せんたくばさみ
136 饅頭 まんじゅう 186 ファスナー ふぁすなー
137 草履 ぞうり 187 ピンセット ぴんせっと
138 胡瓜 きゅうり 188 サボテン さぼてん
139 尻尾 しっぽ 189 磁石 じしゃく
140 蒲鉾 かまぼこ 190 体育館 たいいくかん
141 筆 ふで 191 パイプ ぱいぷ
142 琴 こと 192 ホーム ほーむ
143 暖簾 のれん 193 湖 みずうみ
144 ゲートボール げーとぼーる 194 洗剤 せんざい
145 瓶 びん 195 グローブ ぐろーぶ
146 鹿 しか 196 ブロック ぶろっく
147 蜜柑 みかん 197 イヤホン いやほん
148 黒子 ほくろ 198 バット ばっと
149 雷 かみなり 199 糸瓜 へちま
150 三味線 しゃみせん 200 麻雀 まーじゃん
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