
No 語彙 読み No 語彙 読み
101 階段 かいだん 151 炬燵 こたつ
102 財布 さいふ 152 ヘリコプター へりこぷたー
103 切符 きっぷ 153 とんぼ とんぼ
104 傘 かさ 154 マラソン まらそん
105 押し入れ おしいれ 155 太陽 たいよう
106 洗濯機 せんたくき 156 セロテープ せろてーぷ
107 帽子 ぼうし 157 リボン りぼん
108 灰皿 はいざら 158 涙 なみだ
109 腰 こし 159 ウイスキー ういすきー
110 煙草 たばこ 160 トランプ とらんぷ
111 警官 けいかん 161 サンタクロース さんたくろーす
112 葉書 はがき 162 ダイヤモンド だいやもんど
113 泥棒 どろぼう 163 アヒル あひる
114 スリッパ すりっぱ 164 バスケットボール ばすけっとぼーる
115 喧嘩 けんか 165 キリスト きりすと
116 畳 たたみ 166 コアラ こあら
117 爪 つめ 167 オルゴール おるごーる
118 葡萄 ぶどう 168 マッサージ まっさーじ
119 髭 ひげ 169 オリンピック おりんぴっく
120 豚 ぶた 170 マフラー まふらー
121 お祖母さん おばあさん 171 ひよこ ひよこ
122 花見 はなみ 172 クリスマスツリー くりすますつりー
123 膝 ひざ 173 河豚 ふぐ
124 葉っぱ はっぱ 174 信号 しんごう
125 踊り おどり 175 ダンス だんす
126 掃除 そうじ 176 サングラス さんぐらす
127 魚 さかな 177 タンポポ たんぽぽ
128 畑 はたけ 178 ブランコ ぶらんこ
129 妹 いもうと 179 お玉杓子 おたまじゃくし
130 ピーマン ぴーまん 180 花火 はなび
131 サッカー さっかー 181 マニキュア まにきゅあ
132 ケチャップ けちゃっぷ 182 ボクシング ぼくしんぐ
133 じゃん拳 じゃんけん 183 メロン めろん
134 チューリップ ちゅーりっぷ 184 化粧 けしょう
135 プリン ぷりん 185 テント てんと
136 地球 ちきゅう 186 イカ いか
137 葱 ねぎ 187 スチュワーデス すちゅわーです
138 アイロン あいろん 188 ガスコンロ がすこんろ
139 バナナ ばなな 189 ハンドル はんどる
140 馬 うま 190 ピエロ ぴえろ
141 バレーボール ばれーぼーる 191 ワニ わに
142 マヨネーズ まよねーず 192 エプロン えぷろん
143 ライオン らいおん 193 なまず なまず
144 ほうれん草 ほうれんそう 194 天使 てんし
145 はさみ はさみ 195 ラッコ らっこ
146 ペンギン ぺんぎん 196 スイッチ すいっち
147 パイロット ぱいろっと 197 竹 たけ
148 コーラ こーら 198 桃 もも
149 パンダ ぱんだ 199 熊 くま
150 スキー すきー 200 虹 にじ
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