
Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation1 アイキャク a.i.kya.ku アイバン a.i.ba.N アサハン a.sa.ha.N アダナミ a.da.na.mi アカガシ a.ka.ga.shi アリギレ a.ri.gi.re アトボウ a.to.bo.: アミハン a.mi.ha.N アシハラ a.shi.ha.ra アオダチ a.o.da.chi2 イチハツ i.chi.ha.tsu イリガタ i.ri.ga.ta イシナギ i.shi.na.gi イヤサカ i.ya.sa.ka イドガエ i.do.ga.e インジゴ i.N.ji.go イタゴト i.ta.go.to イラツメ i.ra.tsu.me イマワリ i.ma.wa.ri イレガミ i.re.ga.mi3 ウラジャク u.ra.jya.ku ウブスナ u.bu.su.na ウタザワ u.ta.za.wa オトガイ o.to.ga.i ウラモリ u.ra.mo.ri ウロクズ u.ro.ku.zu ウラジロ u.ra.ji.ro ウスバタ u.su.ba.ta ウタギレ u.ta.gi.re ウラドシ u.ra.do.shi4 エラブツ e.ra.bu.tsu エキユウ e.ki.yu.: エンパツ e.N.pa.tsu オバシマ o.ba.shi.ma オタマヤ o.ta.ma.ya オメモジ o.me.mo.ji オハラメ o.ha.ra.me オニマシ o.ni.ma.shi オイバラ o.i.ba.ra オカボレ o.ka.bo.re5 オクデン o.ku.de.N ガクサン ga.ku.sa.N オモガイ o.mo.ga.i ガイゲン ga.i.ge.N カネザシ ka.ne.za.shi カイボリ ka.i.bo.ri ガイゼン ga.i.ze.N ガクニン ga.ku.ni.N カタハク ka.ta.ha.ku ガイブツ ga.i.bu.tsu6 ガラユキ ga.ra.yu.ki カユバラ ka.yu.ba.ra ガイガイ ga.i.ga.i カラアヤ ka.ra.a.ya ガンザン ga.N.za.N キキゴマ ki.ki.go.ma カワヨド ka.wa.yo.do カラハフ ka.ra.ha.fu ガンニン ga.N.ni.N カワホネ ka.wa.ho.ne7 カワダチ ka.wa.da.chi カワヅラ ka.wa.zu.ra カラカネ ka.ra.ka.ne キサンジ ki.sa.N.ji キャラボク kya.ra.bo.ku キュウツイ kyu.:.tsu.i キセワタ ki.se.wa.ta キュウクン kyu.:.ku.N キカヌキ ki.ka.nu.ki キツゼン ki.tsu.ze.N8 キクバン ki.ku.ba.N ギャクエン gya.ku.e.N キンギレ ki.N.gi.re グリハマ gu.ri.ha.ma キンゼツ ki.N.ze.tsu クネンボ ku.ne.N.bo クラツボ ku.ra.tsu.bo キリカミ ki.ri.ka.mi キュウタン kyu.:.ta.N キュウロウ kyu.:.ro.:9 キュウカツ kyu.:.ka.tsu キュウハン kyu.:.ha.N クウカブ ku.:.ka.bu ゲキタン ge.ki.ta.N クサモノ ku.sa.mo.no ケイブツ ke.:.bu.tsu ゲキゼツ ge.ki.ze.tsu ギンカン gi.N.ka.N ギョクタイ gyo.ku.ta.i クマタカ ku.ma.ta.ka10 クニタミ ku.ni.ta.mi ギョクダイ gyo.ku.da.i グウサク gu.:.sa.ku ケンゼツ ke.N.ze.tsu ゲンタツ ge.N.ta.tsu ゲンゲツ ge.N.ge.tsu ケシクチ ke.shi.ku.chi クカタチ ku.ka.ta.chi クチナワ ku.chi.na.wa ケムダシ ke.mu.da.shi11 コウタツ ko.:.ta.tsu キョクヒツ kyo.ku.hi.tsu ケチガン ke.chi.ga.N コツジキ ko.tsu.ji.ki ケンテツ ke.N.te.tsu ゴクネツ go.ku.ne.tsu ゴウダン go.:.da.N ケツメイ ke.tsu.me.: コクグウ ko.ku.gu.: ゴウマツ go.:.ma.tsu12 ザイカタ za.i.ka.ta キンサツ ki.N.sa.tsu ゴウタイ go.:.ta.i サビアユ sa.bi.a.yu ゴテドク go.te.do.ku コシベン ko.shi.be.N コヤガケ ko.ya.ga.ke ゴクソツ go.ku.so.tsu ササナキ sa.sa.na.ki コメオリ ko.me.o.ri13 サトミチ sa.to.mi.chi グウイン gu.:.i.N コウバナ ko.:.ba.na ザンサイ za.N.sa.i コワイイ ko.wa.i.i サゲビラ sa.ge.bi.ra ザツゲキ za.tsu.ge.ki コモダレ ko.mo.da.re ザップン za.Q.pu.N サトバラ sa.to.ba.ra14 ジャクジャク jya.ku.jya.ku クワシタ ku.wa.shi.ta サゲシオ sa.ge.shi.o シコナシ shi.ko.na.shi サヤドウ sa.ya.do.: ジキトウ ji.ki.to.: サントメ sa.N.to.me ササワラ sa.sa.wa.ra ジツカタ ji.tsu.ka.ta ザンゼン za.N.ze.N15 シャッツラ shya.Q.tsu.ra ケッサツ ke.Q.sa.tsu ザンカン za.N.ka.N シャクブク shya.ku.bu.ku ザンケツ za.N.ke.tsu ジョウゴヤ jyo.:.go.ya シモタヤ shi.mo.ta.ya ザツカブ za.tsu.ka.bu ジャッキュウ jya.Q.kyu.: ジクソウ ji.ku.so.:16 シュクユウ shyu.ku.yu.: コクグラ ko.ku.gu.ra シマヤマ shi.ma.ya.ma ジンズウ ji.N.zu.: ジャクソツ jya.ku.so.tsu ショウモノ shyo.:.mo.no スイネン su.i.ne.N ジキラン ji.ki.ra.N シュクガク shyu.ku.ga.ku シナダマ shi.na.da.ma17 ジュンイツ jyu.N.i.tsu サイワン sa.i.wa.N シャクダイ shya.ku.da.i スミナワ su.mi.na.wa シャクモン shya.ku.mo.N シンミチ shi.N.mi.chi セセナギ se.se.na.gi シタダイ shi.ta.da.i ジュンピツ jyu.N.pi.tsu ジャクドク jya.ku.do.ku18 ジリダカ ji.ri.da.ka ザッパク za.Q.pa.ku ジャクマク jya.ku.ma.ku センピツ se.N.pi.tsu シラハリ shi.ra.ha.ri スギオリ su.gi.o.ri ゼンサツ ze.N.sa.tsu ジャクヤク jya.ku.ya.ku ジョウフク jyo.:.fu.ku シャクラン shya.ku.ra.N19 シワバラ shi.wa.ba.ra ジキミヤ ji.ki.mi.ya シュウドリ shyu.:.do.ri ソンユウ so.N.yu.: ジンシャク ji.N.shya.ku セトビキ se.to.bi.ki ソラドケ so.ra.do.ke ショクタイ shyo.ku.ta.i ショッキン shyo.Q.ki.N ステガナ su.te.ga.na20 ズクニュウ zu.ku.nyu.: シバハラ shi.ba.ha.ra ジュクミン jyu.ku.mi.N タカマゲ ta.ka.ma.ge スイザン su.i.za.N ゼンイツ ze.N.i.tsu タネガミ ta.ne.ga.mi スギハラ su.gi.ha.ra シラアヤ shi.ra.a.ya セツマイ se.tsu.ma.i21 スミガネ su.mi.ga.ne シャクジメ shya.ku.ji.me ジンジツ ji.N.ji.tsu ダラカン da.ra.ka.N セキマツ se.ki.ma.tsu ゾウシキ zo.:.shi.ki ダンリン da.N.ri.N セキテン se.ki.te.N ズイジュン zu.i.jyu.N ゼンテツ ze.N.te.tsu22 セッシツ se.Q.shi.tsu ジュウニク jyu.:.ni.ku スギワイ su.gi.wa.i チクロク chi.ku.ro.ku タワレメ ta.wa.re.me ソデショウ so.de.shyo.: ツノダル tsu.no.da.ru ソクゲン so.ku.ge.N スエフロ su.e.fu.ro ソトワニ so.to.wa.ni23 ゼッタン ze.Q.ta.N シュツザン shyu.tsu.za.N セツヨウ se.tsu.yo.: チャクハツ chya.ku.ha.tsu ダンサイ da.N.sa.i タネイタ ta.ne.i.ta デズイリ de.zu.i.ri ダイツウ da.i.tsu.: タマダレ ta.ma.da.re タマヨビ ta.ma.yo.bi24 ソウジン so.:.ji.N ショウミツ shyo.:.mi.tsu ゾウタン zo.:.ta.N ツマダカ tsu.ma.da.ka ツネナミ tsu.ne.na.mi チョキブネ chyo.ki.bu.ne テンジツ te.N.ji.tsu タワヤメ ta.wa.ya.me ダンカン da.N.ka.N ダンアン da.N.a.N25 タカヒモ ta.ka.hi.mo ジョサイヤ jyo.sa.i.ya ダイリキ da.i.ri.ki テイダン te.:.da.N テコマイ te.ko.ma.i チンセキ chi.N.se.ki ドカヒン do.ka.hi.N チンユウ chi.N.yu.: チュウユウ chyu.:.yu.: ツケザシ tsu.ke.za.shi26 ダンツウ da.N.tsu.: スイヅツ su.i.zu.tsu タンジツ ta.N.ji.tsu ドウヤク do.:.ya.ku トウゴマ to.:.go.ma ツリドノ tsu.ri.do.no トメヤマ to.me.ya.ma ツウジツ tsu.:.ji.tsu チョクダイ chyo.ku.da.i テキハイ te.ki.ha.i27 チュウニン chyu.:.ni.N ダイカク da.i.ka.ku チンダン chi.N.da.N トシバイ to.shi.ba.i ドンブツ do.N.bu.tsu テツムジ te.tsu.mu.ji ナオライ na.o.ra.i テンポン te.N.po.N チリヅカ chi.ri.zu.ka ドウバツ do.:.ba.tsu28 チンガイ chi.N.ga.i タキツセ ta.ki.tsu.se ツジマチ tsu.ji.ma.chi ナキヨリ na.ki.yo.ri ナワノビ na.wa.no.bi デングン de.N.gu.N ニンメン ni.N.me.N トビクラ to.bi.ku.ra ツバギワ tsu.ba.gi.wa トキワズ to.ki.wa.zu29 ツマカワ tsu.ma.ka.wa チクハク chi.ku.ha.ku テッパツ te.Q.pa.tsu ニンゴク ni.N.go.ku パーゴラ pa.:.go.ra ドウモリ do.:.mo.ri ネンナシ ne.N.na.shi ナンキツ na.N.ki.tsu ナイシャク na.i.shya.ku ナゲブシ na.ge.bu.shi30 トップヤ to.Q.pu.ya チュウブル chyu.:.bu.ru トクジツ to.ku.ji.tsu ネイジツ ne.:.ji.tsu ハコセコ ha.ko.se.ko トシヨワ to.shi.yo.wa ノウヘイ no.:.he.: ニビイロ ni.bi.i.ro ニッシュツ ni.Q.shyu.tsu ネツガン ne.tsu.ga.N31 ナガシオ na.ga.shi.o チョウダツ chyo.:.da.tsu ナカシオ na.ka.shi.o バイシツ ba.i.shi.tsu バツヨウ ba.tsu.yo.: ニコポン ni.ko.po.N ハンセツ ha.N.se.tsu ネリコウ ne.ri.ko.: ニュウジャク nyu.:.jya.ku バクセツ ba.ku.se.tsu32 ニュウシチ nyu.:.shi.chi ツルダチ tsu.ru.da.chi ニンイン ni.N.i.N ハカハラ ha.ka.ha.ra ヒコバエ hi.ko.ba.e ヌキホン nu.ki.ho.N バンソツ ba.N.so.tsu ノマオイ no.ma.o.i ヌクバイ nu.ku.ba.i ハンナガ ha.N.na.ga33 ニンガイ ni.N.ga.i トウヂサ to.:.ji.sa ハシヂカ ha.shi.ji.ka ビンカツ bi.N.ka.tsu フツホウ fu.tsu.ho.: ネコイタ ne.ko.i.ta ビャクゴウ bya.ku.go.: バイダイ ba.i.da.i バツザン ba.tsu.za.N ヒンセン hi.N.se.N34 バチビン ba.chi.bi.N ナタマメ na.ta.ma.me バンシツ ba.N.shi.tsu フタナリ fu.ta.na.ri ヘラヅケ he.ra.zu.ke ハクハン ha.ku.ha.N フクボツ fu.ku.bo.tsu ハナタケ ha.na.ta.ke ハナガメ ha.na.ga.me フクハイ fu.ku.ha.i35 ハンバリ ha.N.ba.ri ニッカイ ni.Q.ka.i ヒキアケ hi.ki.a.ke ブツバチ bu.tsu.ba.chi ベンベツ be.N.be.tsu ヒトオト hi.to.o.to ブツコウ bu.tsu.ko.: ビンサツ bi.N.sa.tsu ヒャクシュツ hya.ku.shyu.tsu ヘイユウ he.:.yu.:36 ビャクサン bya.ku.sa.N ハナヅナ ha.na.zu.na フナダマ fu.na.da.ma ヘイフウ he.:.fu.: ボクタク bo.ku.ta.ku ビンデン bi.N.de.N ヘナブリ he.na.bu.ri ブツジョウ bu.tsu.jyo.: ヒョウユウ hyo.:.yu.: ベニガラ be.ni.ga.ra37 ヒャクライ hya.ku.ra.i バンプウ ba.N.pu.: ブンジャク bu.N.jya.ku マジライ ma.ji.ra.i ホシアイ ho.shi.a.i フミウス fu.mi.u.su ホウヨク ho.:.yo.ku フンラン fu.N.ra.N ヒラジロ hi.ra.ji.ro ホンプク ho.N.pu.ku38 ビルシャナ bi.ru.shya.na ヒカガミ hi.ka.ga.mi ヘキスイ he.ki.su.i ミズグキ mi.zu.gu.ki マンチャク ma.N.chya.ku ブンケツ bu.N.ke.tsu ボクセン bo.ku.se.N ヘイハン he.:.ha.N ビンパツ bi.N.pa.tsu ボンブン bo.N.bu.N39 ヒンカン hi.N.ka.N ヒョウビン hyo.:.bi.N マチヤネ ma.chi.ya.ne メイメツ me.:.me.tsu ミノガミ mi.no.ga.mi ベイフン be.:.fu.N マケバラ ma.ke.ba.ra ボウサゲ bo.:.sa.ge フウガン fu.:.ga.N マツヨウ ma.tsu.yo.:40 フツジン fu.tsu.ji.N ビンズル bi.N.zu.ru ミンダン mi.N.da.N モクネン mo.ku.ne.N メイビン me.:.bi.N ヘキセツ he.ki.se.tsu ミアカシ mi.a.ka.shi ミミガネ mi.mi.ga.ne ブンダイ bu.N.da.i ミツウン mi.tsu.u.N41 ブンラン bu.N.ra.N フミガラ fu.mi.ga.ra ムシバラ mu.shi.ba.ra ヤサガタ ya.sa.ga.ta モロゴエ mo.ro.go.e ホウドク ho.:.do.ku メンペキ me.N.pe.ki ムナガイ mu.na.ga.i ホッタイ ho.Q.ta.i メリカリ me.ri.ka.ri42 マンピツ ma.N.pi.tsu ブンユウ bu.N.yu.: メンプク me.N.pu.ku ユイワタ yu.i.wa.ta ヤクゲン ya.ku.ge.N ミテグラ mi.te.gu.ra モトゴエ mo.to.go.e メシジョウ me.shi.jyo.: マチハン ma.chi.ha.N モトゴメ mo.to.go.me43 ミスガラ mi.su.ga.ra マルウチ ma.ru.u.chi モンガラ mo.N.ga.ra ヨウギン yo.:.gi.N ユウヘン yu.:.he.N メリンス me.ri.N.su ヤネウマ ya.ne.u.ma モウダン mo.:.da.N ミチキリ mi.chi.ki.ri ヤクタイ ya.ku.ta.i44 モリッコ mo.ri.Q.ko ミズグシ mi.zu.gu.shi ヤマガツ ya.ma.ga.tsu ランリン ra.N.ri.N ヨナゲヤ yo.na.ge.ya モクグウ mo.ku.gu.: ユビシャク yu.bi.shya.ku ヤクワン ya.ku.wa.N ヤクダク ya.ku.da.ku ユイシン yu.i.shi.N45 ヤナグイ ya.na.gu.i ヤブハラ ya.bu.ha.ra ユキバラ yu.ki.ba.ra リンバン ri.N.ba.N ライカイ ra.i.ka.i ユウヨク yu.:.yo.ku ヨウハツ yo.:.ha.tsu ユウサリ yu.:.sa.ri ユウシン yu.:.shi.N ヨココウ yo.ko.ko.:46 ユウハイ yu.:.ha.i ユウヒツ yu.:.hi.tsu ラクハツ ra.ku.ha.tsu ルイラン ru.i.ra.N リャクボウ rya.ku.bo.: ヨコホン yo.ko.ho.N ライトウ ra.i.to.: ラクバク ra.ku.ba.ku ランミン ra.N.mi.N ラシャメン ra.shya.me.N47 ヨウガイ yo.:.ga.i ラクタイ ra.ku.ta.i リラビエ ri.ra.bi.e レイサツ re.:.sa.tsu レンサツ re.N.sa.tsu リンペン ri.N.pe.N リンゲン ri.N.ge.N レンルイ re.N.ru.i リュウニチ ryu.:.ni.chi リンゼン ri.N.ze.N48 ライバン ra.i.ba.N リョウマツ ryo.:.ma.tsu ルイハン ru.i.ha.N ワルドメ wa.ru.do.me ロウザン ro.:.za.N ルイセイ ru.i.se.: レンダイ re.N.da.i ワザクレ wa.za.ku.re リンラク ri.N.ra.ku レツジャク re.tsu.jya.ku49 リンガク ri.N.ga.ku リンポン ri.N.po.N ワタユミ wa.ta.yu.mi クガタチ ku.ga.ta.chi ワカトウ wa.ka.to.: レツリツ re.tsu.ri.tsu ワクデキ wa.ku.de.ki キョウジヤ kyo.:.ji.ya ワラバイ wa.ra.ba.i ロウノウ ro.:.no.:50 ワタマシ wa.ta.ma.shi ワイリン wa.i.ri.N ヒャッソク hya.Q.so.ku ウカブセ u.ka.bu.se ソホンサ so.ho.N.sa ロウジツ ro.:.ji.tsu ジオンゴ ji.o.N.go マグサバ ma.gu.sa.ba エビスメ e.bi.su.me ワケガラ wa.ke.ga.ra
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