
No 語彙 読み No 語彙 読み
101 ラケット らけっと 151 塵取 ちりとり
102 松 まつ 152 星座 せいざ
103 遠足 えんそく 153 給食 きゅうしょく
104 虫歯 むしば 154 夕日 ゆうひ
105 モノレール ものれーる 155 印鑑 いんかん
106 アンテナ あんてな 156 笛 ふえ
107 本屋 ほんや 157 卵焼き たまごやき
108 ミシン みしん 158 クレーン車 くれーんしゃ
109 ロケット ろけっと 159 手品 てじな
110 ベル べる 160 噴水 ふんすい
111 横断歩道 おうだんほどう 161 すき焼き すきやき
112 ピストル ぴすとる 162 ネジ ねじ
113 オルガン おるがん 163 国会議事堂 こっかいぎじどう
114 舌 した 164 縄 なわ
115 ダム だむ 165 ハイヒール はいひーる
116 オーケストラ おーけすとら 166 ドラム缶 どらむかん
117 胡椒 こしょう 167 天丼 てんどん
118 ペンキ ぺんき 168 洗面所 せんめんじょ
119 インク いんく 169 枝豆 えだまめ
120 コンセント こんせんと 170 松茸 まつたけ
121 診察 しんさつ 171 赤飯 せきはん
122 金魚 きんぎょ 172 花火 はなび
123 渋滞 じゅうたい 173 シクラメン しくらめん
124 名刺 めいし 174 ゼッケン ぜっけん
125 刀 かたな 175 唐辛子 とうがらし
126 ボート ぼーと 176 絵本 えほん
127 影 かげ 177 紫蘇 しそ
128 電柱 でんちゅう 178 毛虫 けむし
129 たこ焼き たこやき 179 沢庵 たくあん
130 手洗い てあらい 180 鯉のぼり こいのぼり
131 習字 しゅうじ 181 半袖 はんそで
132 ブローチ ぶろーち 182 炭 すみ
133 砂漠 さばく 183 素麺 そーめん
134 宴会 えんかい 184 軍手 ぐんて
135 踏切 ふみきり 185 椎茸 しいたけ
136 消防士 しょうぼうし 186 お代わり おかわり
137 デモ行進 でもこうしん 187 春 はる
138 ソーセージ そーせーじ 188 おでん おでん
139 舞台 ぶたい 189 トランペット とらんぺっと
140 唇 くちびる 190 回転寿司 かいてんずし
141 井戸 いど 191 天気図 てんきず
142 蜂蜜 はちみつ 192 チャーハン ちゃーはん
143 歌手 かしゅ 193 空気入れ くうきいれ
144 スーパーマーケット すーぱーまーけっと 194 南瓜 かぼちゃ
145 ホットケーキ ほっとけーき 195 おもちゃ おもちゃ
146 レントゲン れんとげん 196 焼肉 やきにく
147 コスモス こすもす 197 優勝カップ ゆうしょうかっぷ
148 ピーナッツ ぴーなっつ 198 サクランボ さくらんぼ
149 キャッチボール きゃっちぼーる 199 コンタクトレンズ こんたくとれんず
150 天国 てんごく 200 トウモロコシ とうもろこし
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