
No 語彙 読み No 語彙 読み
201 テレホンカード てれほんかーど 251 リヤカー りやかー
202 ペリカン ぺりかん 252 風鈴 ふうりん
203 お絞り おしぼり 253 御守り おまもり
204 牧場 ぼくじょう 254 蚊取線香 かとりせんこう
205 ライター らいたー 255 下駄 げた
206 包帯 ほうたい 256 棒高跳び ぼうたかとび
207 柱 はしら 257 飛び魚 とびうお
208 黒板 こくばん 258 瓦 かわら
209 さざえ さざえ 259 輪投げ わなげ
210 線路 せんろ 260 向日葵 ひまわり
211 腕立て伏せ うでたてふせ 261 顕微鏡 けんびきょう
212 まな板 まないた 262 兎 うさぎ
213 レスリング れすりんぐ 263 釘 くぎ
214 蛇 へび 264 蝉 せみ
215 薬指 くすりゆび 265 胴上げ どうあげ
216 車庫 しゃこ 266 百合 ゆり
217 蛍 ほたる 267 歯磨き はみがき
218 消防車 しょうぼうしゃ 268 足袋 たび
219 鰻 うなぎ 269 眼帯 がんたい
220 案山子 かかし 270 獅子舞 ししまい
221 折り紙 おりがみ 271 指切り ゆびきり
222 朝顔 あさがお 272 杖 つえ
223 腕相撲 うでずもう 273 バス停 ばすてい
224 灯台 とうだい 274 数珠 じゅず
225 座布団 ざぶとん 275 額 がく
226 鈴 すず 276 釣り竿 つりざお
227 鉄棒 てつぼう 277 孔雀 くじゃく
228 田植え たうえ 278 西瓜 すいか
229 独楽 こま 279 あかんべえ あかんべえ
230 煙突 えんとつ 280 鼠 ねずみ
231 竹馬 たけうま 281 尼 あま
232 土筆 つくし 282 蝶々 ちょうちょ
233 紙芝居 かみしばい 283 急須 きゅうす
234 トイレットペーパー といれっとぺーぱー 284 扇子 せんす
235 人差指 ひとさしゆび 285 綱引き つなひき
236 烏 からす 286 梯子 はしご
237 足跡 あしあと 287 城 しろ
238 湯たんぽ ゆたんぽ 288 鎌 かま
239 餅つき もちつき 289 竜 たつ
240 三輪車 さんりんしゃ 290 剃刀 かみそり
241 漁師 りょうし 291 襖 ふすま
242 盲導犬 もうどうけん 292 タコ たこ
243 二人三脚 ににんさんきゃく 293 顎 あご
244 換気扇 かんきせん 294 羽 はね
245 指紋 しもん 295 達磨 だるま
246 金魚鉢 きんぎょばち 296 画鋲 がびょう
247 滑り台 すべりだい 297 もみあげ もみあげ
248 鶏 にわとり 298 櫛 くし
249 林檎 りんご 299 かかと かかと
250 フラダンス ふらだんす 300 御神輿 おみこし
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