
No 語彙 読み No 語彙 読み
1 雨 あめ 51 血圧計 けつあつけい
2 肉 にく 52 芋 いも
3 ゴミ ごみ 53 紅葉 もみじ・こうよう
4 テーブル てーぶる 54 脇 わき
5 口 くち 55 漬物 つけもの
6 バター ばたー 56 蓋 ふた
7 風 かぜ 57 種 たね
8 庭 にわ 58 お粥 おかゆ
9 お菓子 おかし 59 鉢 はち
10 会社 かいしゃ 60 根 ね
11 醤油 しょうゆ 61 骨 ほね
12 レストラン れすとらん 62 蕎麦 そば
13 ノート のーと 63 クリスマス くりすます
14 ニュース にゅーす 64 アルバム あるばむ
15 夏 なつ 65 レタス れたす
16 砂糖 さとう 66 ピザ ぴざ
17 デパート でぱーと 67 ゴミ箱 ごみばこ
18 歯 は 68 ガム がむ
19 図書館 としょかん 69 ワカメ わかめ
20 紅茶 こうちゃ 70 くしゃみ くしゃみ
21 レコード れこーど 71 ゴール ごーる
22 コップ こっぷ 72 ヨーグルト よーぐると
23 机 つくえ 73 メニュー めにゅー
24 ハンバーグ はんばーぐ 74 ダイエット だいえっと
25 フィルム ふぃるむ 75 神様 かみさま
26 万年筆 まんねんひつ 76 ワイン わいん
27 岩 いわ 77 タイヤ たいや
28 正月 しょうがつ 78 ハム はむ
29 交番 こうばん 79 キャンプ きゃんぷ
30 星 ほし 80 ボール ぼーる
31 石鹸 せっけん 81 クッキー くっきー
32 ジャム じゃむ 82 ブラウス ぶらうす
33 台風 たいふう 83 焼きそば やきそば
34 腕 うで 84 フライパン ふらいぱん
35 レジ れじ 85 パスポート ぱすぽーと
36 中学校 ちゅうがっこう 86 シュークリーム しゅーくりーむ
37 ステーキ すてーき 87 スカーフ すかーふ
38 冬 ふゆ 88 ドライバー どらいばー
39 ガソリンスタンド がそりんすたんど 89 氷 こおり
40 免許証 めんきょしょう 90 チラシ ちらし
41 漫画 まんが 91 スピーカー すぴーかー
42 おかず おかず 92 ベンチ べんち
43 火事 かじ 93 ハンドバッグ はんどばっぐ
44 サンダル さんだる 94 読書 どくしょ
45 空港 くうこう 95 秋 あき
46 寿司 すし 96 手術 しゅじゅつ
47 会議 かいぎ 97 ローソク ろうそく
48 砂 すな 98 刺身 さしみ
49 心臓 しんぞう 99 頭痛 ずつう
50 味噌汁 みそしる 100 ロッカー ろっかー
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