
No 語彙 読み No 語彙 読み
201 ヘルメット へるめっと 251 ペダル ぺだる
202 コロッケ ころっけ 252 めまい めまい
203 リモコン りもこん 253 ブルドック ぶるどっく
204 パイナップル ぱいなっぷる 254 焼き鳥 やきとり
205 七夕 たなばた 255 三角定規 さんかくじょうぎ
206 スパゲッティ すぱげってぃ 256 スクーター すくーたー
207 パズル ぱずる 257 眉毛 まゆげ
208 ポップコーン ぽっぷこーん 258 リング りんぐ
209 サーカス さーかす 259 梅酒 うめしゅ
210 焼売 しゅうまい 260 バドミントン ばどみんとん
211 スポンジ すぽんじ 261 朝日 あさひ
212 ラムネ らむね 262 キウイフルーツ きういふるーつ
213 消しゴム けしごむ 263 入歯 いれば
214 ホットドッグ ほっとどっぐ 264 ミミズ みみず
215 ハーモニカ はーもにか 265 シーソー しーそー
216 ビスケット びすけっと 266 屋台 やたい
217 ロボット ろぼっと 267 洗面器 せんめんき
218 グラタン ぐらたん 268 柳 やなぎ
219 公衆電話 こうしゅうでんわ 269 サソリ さそり
220 まぶた まぶた 270 するめ するめ
221 ダイナマイト だいなまいと 271 カスタネット かすたねっと
222 こんにゃく こんにゃく 272 消火器 しょうかき
223 鉛筆削り えんぴつけずり 273 掃除機 そうじき
224 ドーナッツ どーなっつ 274 ダンプカー だんぷかー
225 ジェットコースター じぇっとこーすたー 275 ナメクジ なめくじ
226 ブロッコリー ぶろっこりー 276 目覚まし時計 めざましどけい
227 ランドセル らんどせる 277 敬老の日 けいろうのひ
228 ゆで卵 ゆでたまご 278 色鉛筆 いろえんぴつ
229 カーネーション かーねーしょん 279 ドッジボール どっじぼーる
230 トースター とーすたー 280 爪切 つめきり
231 絵葉書 えはがき 281 アドバルーン あどばるーん
232 クロワッサン くろわっさん 282 カヌー かぬー
233 流れ星 ながれぼし 283 モップ もっぷ
234 アイスホッケー あいすほっけー 284 救急箱 きゅうきゅうばこ
235 父の日 ちちのひ 285 馬車 ばしゃ
236 リュックサック りゅっくさっく 286 きつつき きつつき
237 ゴキブリ ごきぶり 287 白バイ しろばい
238 バーベキュー ばーべきゅー 288 フォークダンス ふぉーくだんす
239 イヤリング いやりんぐ 289 消印 けしいん
240 キャラメル きゃらめる 290 ジャングルジム じゃんぐるじむ
241 メリーゴーランド めりーごーらんど 291 半ズボン はんずぼん
242 まつげ まつげ 292 ボウリング ぼうりんぐ
243 コウモリ こうもり 293 時間割 じかんわり
244 目玉焼き めだまやき 294 ほおずき ほおずき
245 体温計 たいおんけい 295 河童 かっぱ
246 カルタ かるた 296 トランポリン とらんぽりん
247 ローラースケート ろーらーすけーと 297 カウボーイ かうぼーい
248 ラグビー らぐびー 298 ヨーヨー よーよー
249 チェス ちぇす 299 缶切り かんきり
250 母の日 ははのひ 300 ダチョウ　 だちょう
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