
Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation1 アトヅケ a.to.zu.ke イトワク i.to.wa.ku アテゴト a.te.go.to アゲカジ a.ge.ka.ji アラガネ a.ra.ga.ne アサノハ a.sa.no.ha アイヤド a.i.ya.do アカアザ a.ka.a.za アガリヤ a.ga.ri.ya イリモヤ i.ri.mo.ya2 イチユウ i.chi.yu.: ウスベリ u.su.be.ri イシユミ i.shi.yu.mi イモザシ i.mo.za.shi イシニワ i.shi.ni.wa イワミネ i.wa.mi.ne イドガワ i.do.ga.wa イチジン i.chi.ji.N イデマシ i.de.ma.shi ウスモノ u.su.mo.no3 ウチワタ u.chi.wa.ta オシクラ o.shi.ku.ra ウモレギ u.mo.re.gi ウケダチ u.ke.da.chi ウラダナ u.ra.da.na ウキフシ u.ki.fu.shi ウスギヌ u.su.gi.nu ウワカワ u.wa.ka.wa ウスニク u.su.ni.ku オリホン o.ri.ho.N4 オシワリ o.shi.wa.ri カリオヤ ka.ri.o.ya エキダン e.ki.da.N オートメ o.:.to.me エダズミ e.da.zu.mi オイバネ o.i.ba.ne オカガミ o.ka.ga.mi オイカワ o.i.ka.wa オビガワ o.bi.ga.wa カリトジ ka.ri.to.ji5 カツギヤ ka.tsu.gi.ya キュウセツ kyu.:.se.tsu オオトノ o.:.to.no ガタベリ ga.ta.be.ri ガイヒン ga.i.hi.N カリミヤ ka.ri.mi.ya カワナミ ka.wa.na.mi カササギ ka.sa.sa.gi ガイセツ ga.i.se.tsu キュウニン kyu.:.ni.N6 ガンクツ ga.N.ku.tsu ギンセン gi.N.se.N ガジュマル ga.jyu.ma.ru カナヘビ ka.na.he.bi カタワキ ka.ta.wa.ki ガンブツ ga.N.bu.tsu ガンクビ ga.N.ku.bi ガンアツ ga.N.a.tsu カタハダ ka.ta.ha.da キョクノリ kyo.ku.no.ri7 キャクライ kya.ku.ra.i キンムク ki.N.mu.ku カネダカ ka.ne.da.ka キダオレ ki.da.o.re ギャクビキ gya.ku.bi.ki キュウダイ kyu.:.da.i ギャクシン gya.ku.shi.N キャクダネ kya.ku.da.ne ギャクザヤ gya.ku.za.ya ギンメシ gi.N.me.shi8 キュウバク kyu.:.ba.ku クミシタ ku.mi.shi.ta ギセイゴ gi.se.:.go クサヤネ ku.sa.ya.ne ギヤマン gi.ya.ma.N キンキン ki.N.ki.N キュウカブ kyu.:.ka.bu キュウサク kyu.:.sa.ku キリグモ ki.ri.gu.mo キンモジ ki.N.mo.ji9 キンアツ ki.N.a.tsu ゲキブン ge.ki.bu.N キュウビン kyu.:.bi.N ケサガケ ke.sa.ga.ke キュウハク kyu.:.ha.ku クニヅメ ku.ni.zu.me キリハタ ki.ri.ha.ta キョクダイ kyo.ku.da.i クビヒキ ku.bi.hi.ki クワイレ ku.wa.i.re10 クニビト ku.ni.bi.to ケシツボ ke.shi.tsu.bo キリツギ ki.ri.tsu.gi ゲシュタポ ge.shyu.ta.po ギョクガン gyo.ku.ga.N グンユウ gu.N.yu.: クズマユ ku.zu.ma.yu キリヅマ ki.ri.zu.ma グンリツ gu.N.ri.tsu グンモン gu.N.mo.N11 グンシン gu.N.shi.N コシオレ ko.shi.o.re クリスト ku.ri.su.to ゴタマゼ go.ta.ma.ze キョクジツ kyo.ku.ji.tsu コシオビ ko.shi.o.bi グンバツ gu.N.ba.tsu クウハツ ku.:.ha.tsu ケサギリ ke.sa.gi.ri ケツジツ ke.tsu.ji.tsu12 コマモノ ko.ma.mo.no サゲフリ sa.ge.fu.ri ゲキフン ge.ki.fu.N コワメシ ko.wa.me.shi キリワリ ki.ri.wa.ri サキヤス sa.ki.ya.su ケタユキ ke.ta.yu.ki ケイバツ ke.:.ba.tsu ゴウハラ go.:.ha.ra ゲンシツ ge.N.shi.tsu13 ザイカン za.i.ka.N シブチン shi.bu.chi.N ケタグリ ke.ta.gu.ri サラガタ sa.ra.ga.ta クウブン ku.:.bu.N ザルホウ za.ru.ho.: ゲンセツ ge.N.se.tsu コマヨケ ko.ma.yo.ke コトワケ ko.to.wa.ke ゴウフウ go.:.fu.:14 ササガニ sa.sa.ga.ni ステブチ su.te.bu.chi コシイタ ko.shi.i.ta ザレゴト za.re.go.to ザイミン za.i.mi.N ジンリン ji.N.ri.N コシダメ ko.shi.da.me サヤアテ sa.ya.a.te サカネジ sa.ka.ne.ji コトノハ ko.to.no.ha15 シキガワ shi.ki.ga.wa ゼイヒキ ze.:.hi.ki ザッピン za.Q.pi.N シタヨミ shi.ta.yo.mi サシツギ sa.shi.tsu.gi ズイハン zu.i.ha.N ザイマイ za.i.ma.i ザラガミ za.ra.ga.mi ザツブン za.tsu.bu.N ジキモン ji.ki.mo.N16 ジャクサン jya.ku.sa.N セキヒン se.ki.hi.N サンザシ sa.N.za.shi シャボテン shya.bo.te.N シキジツ shi.ki.ji.tsu スミツギ su.mi.tsu.gi サバグモ sa.ba.gu.mo ジツガイ ji.tsu.ga.i シリビト shi.ri.bi.to シブゾメ shi.bu.zo.me17 ジリヒン ji.ri.hi.N ゾウヒン zo.:.hi.N シュウダツ shyu.:.da.tsu スイヨク su.i.yo.ku ジュクタツ jyu.ku.ta.tsu セツダイ se.tsu.da.i シキイタ shi.ki.i.ta シャクシャク shya.ku.shya.ku スナブネ su.na.bu.ne スソヨケ su.so.yo.ke18 スズシロ su.zu.shi.ro ソデグリ so.de.gu.ri ジュツゼン jyu.tsu.ze.N セコハン se.ko.ha.N シュツラン shyu.tsu.ra.N ゼニガメ ze.ni.ga.me ズイイン zu.i.i.N ショイナゲ shyo.i.na.ge セツロン se.tsu.ro.N セキヒツ se.ki.hi.tsu19 ソラユメ so.ra.yu.me タテカン ta.te.ka.N スミイト su.mi.i.to ゼロハイ ze.ro.ha.i ジョウナシ jyo.:.na.shi ソデガタ so.de.ga.ta ススイロ su.su.i.ro シラハダ shi.ra.ha.da ゾクダン zo.ku.da.N ゼンデラ ze.N.de.ra20 タビニン ta.bi.ni.N ツケヒモ tsu.ke.hi.mo セキシュン se.ki.shyu.N ゾウビン zo.:.bi.N ショッツル shyo.Q.tsu.ru ダイガシ da.i.ga.shi セリガイ se.ri.ga.i ズイカン zu.i.ka.N ソデヤマ so.de.ya.ma ゾクヒツ zo.ku.hi.tsu21 ダンビラ da.N.bi.ra テイギン te.:.gi.N ソクブン so.ku.bu.N ソラナキ so.ra.na.ki ジリヤス ji.ri.ya.su タチバン ta.chi.ba.N タカフダ ta.ka.fu.da スナズリ su.na.zu.ri ダイブン da.i.bu.N チンセツ chi.N.se.tsu22 チクサツ chi.ku.sa.tsu ドウフク do.:.fu.ku ゾクブン zo.ku.bu.N タテザン ta.te.za.N ズイウン zu.i.u.N チンウツ chi.N.u.tsu ダツリャク da.tsu.rya.ku セキダイ se.ki.da.i タカドマ ta.ka.do.ma ツキズエ tsu.ki.zu.e23 チャクダン chya.ku.da.N トモブタ to.mo.bu.ta ダイヨウ da.i.yo.: ダボハゼ da.bo.ha.ze スギワラ su.gi.wa.ra ツギイト tsu.gi.i.to チンスイ chi.N.su.i ソレダマ so.re.da.ma ツミイシ tsu.mi.i.shi テキゲン te.ki.ge.N24 ツミクサ tsu.mi.ku.sa ナマブシ na.ma.bu.shi タコベヤ ta.ko.be.ya チンダイ chi.N.da.i ダキカゴ da.ki.ka.go ドタグツ do.ta.gu.tsu ツチヤキ tsu.chi.ya.ki タネギレ ta.ne.gi.re テツイロ te.tsu.i.ro ドウモク do.:.mo.ku25 テキガタ te.ki.ga.ta ヌノメン nu.no.me.N チノミチ chi.no.mi.chi ツツギリ tsu.tsu.gi.ri タチイタ ta.chi.i.ta トリナワ to.ri.na.wa トメダテ to.me.da.te ダンダラ da.N.da.ra トギダシ to.gi.da.shi トビイタ to.bi.i.ta26 ドウヒツ do.:.hi.tsu ノミステ no.mi.su.te ツイニン tsu.i.ni.N デバガメ de.ba.ga.me チュウダチ chyu.:.da.chi ナガビツ na.ga.bi.tsu ナシワリ na.shi.wa.ri チャクタイ chya.ku.ta.i ドロガメ do.ro.ga.me ニノトリ ni.no.to.ri27 トビイロ to.bi.i.ro ハツマユ ha.tsu.ma.yu テッシン te.Q.shi.N テラセン te.ra.se.N チョウジメ chyo.:.ji.me ニクイロ ni.ku.i.ro ニチニチ ni.chi.ni.chi チョクヒツ chyo.ku.hi.tsu ナイマゼ na.i.ma.ze ヌノビキ nu.no.bi.ki28 ナニビト na.ni.bi.to ヒロニワ hi.ro.ni.wa トモヅリ to.mo.zu.ri トオガケ to.:.ga.ke チンチン chi.N.chi.N ノリウチ no.ri.u.chi ヌマベリ nu.ma.be.ri チンガシ chi.N.ga.shi ニワトコ ni.wa.to.ko ネイシン ne.:.shi.N29 ニワキド ni.wa.ki.do フリゴト fu.ri.go.to ナミノホ na.mi.no.ho ドロナワ do.ro.na.wa ツリヒモ tsu.ri.hi.mo ハナヒゲ ha.na.hi.ge ハイブツ ha.i.bu.tsu ツマビキ tsu.ma.bi.ki ヌリワン nu.ri.wa.N ノベイタ no.be.i.ta30 ハダアイ ha.da.a.i ブンプク bu.N.pu.ku ニクジキ ni.ku.ji.ki ナマカワ na.ma.ka.wa ナミハバ na.mi.ha.ba ヒキワタ hi.ki.wa.ta バンジン ba.N.ji.N トサブシ to.sa.bu.shi ネバツチ ne.ba.tsu.chi ヒョウヨミ hyo.:.yo.mi31 バラヅミ ba.ra.zu.mi ベツズリ be.tsu.zu.ri バッタヤ ba.Q.ta.ya ノキミセ no.ki.mi.se ヌキガキ nu.ki.ga.ki フキブリ fu.ki.bu.ri ヒジガネ hi.ji.ga.ne ナツムシ na.tsu.mu.shi ハツハナ ha.tsu.ha.na ヒロソデ hi.ro.so.de32 ビタセン bi.ta.se.N ボウユウ bo.:.yu.: ハヤヒル ha.ya.hi.ru ハヤダチ ha.ya.da.chi パイパン pa.i.pa.N ブタクサ bu.ta.ku.sa ビンガタ bi.N.ga.ta バイブン ba.i.bu.N パテント pa.te.N.to フデヅツ fu.de.zu.tsu33 ヒラヒモ hi.ra.hi.mo ホングミ ho.N.gu.mi フキヌキ fu.ki.nu.ki バンセツ ba.N.se.tsu ハヤブネ ha.ya.bu.ne プルニエ pu.ru.ni.e フルヅケ fu.ru.zu.ke ハラナカ ha.ra.na.ka バリトン ba.ri.to.N ブンジン bu.N.ji.N34 フクジン fu.ku.ji.N ミズオチ mi.zu.o.chi ブンリツ bu.N.ri.tsu ヒラドマ hi.ra.do.ma ヒザヅメ hi.za.zu.me ベツダテ be.tsu.da.te ブンパン bu.N.pa.N ヒタタレ hi.ta.ta.re ヒキヅナ hi.ki.zu.na ヘイドク he.:.do.ku35 ブンミン bu.N.mi.N ムツゴト mu.tsu.go.to ベツグウ be.tsu.gu.: フナドメ fu.na.do.me ヒョウシツ hyo.:.shi.tsu ヘヤズミ he.ya.zu.mi ホウハツ ho.:.ha.tsu フナダナ fu.na.da.na ブツデシ bu.tsu.de.shi ベツヨウ be.tsu.yo.:36 ホンブシ ho.N.bu.shi モリズナ mo.ri.zu.na ホソビキ ho.so.bi.ki ベンゼツ be.N.ze.tsu フミイタ fu.mi.i.ta ボクジン bo.ku.ji.N マスプロ ma.su.pu.ro ブンバイ bu.N.ba.i ヘキガン he.ki.ga.N ボウビキ bo.:.bi.ki37 マユダマ ma.yu.da.ma ヤネブネ ya.ne.bu.ne ボツゼン bo.tsu.ze.N ボンセツ bo.N.se.tsu ブンカン bu.N.ka.N ホクヘン ho.ku.he.N ミズバリ mi.zu.ba.ri ボウジマ bo.:.ji.ma ベニマス be.ni.ma.su ホメモノ ho.me.mo.no38 ミツグミ mi.tsu.gu.mi ユウヨウ yu.:.yo.: ミズギレ mi.zu.gi.re ホンダチ ho.N.da.chi ベッポン be.Q.po.N マチスジ ma.chi.su.ji ムナダカ mu.na.da.ka ホンクジ ho.N.ku.ji ホウユウ ho.:.yu.: ミギヨツ mi.gi.yo.tsu39 ムシナベ mu.shi.na.be ヨツドキ yo.tsu.do.ki メシモリ me.shi.mo.ri マンカブ ma.N.ka.bu マツブン ma.tsu.bu.N ミズジモ mi.zu.ji.mo モモワレ mo.mo.wa.re マスガタ ma.su.ga.ta マキヒゲ ma.ki.hi.ge メシビツ me.shi.bi.tsu40 メイテツ me.:.te.tsu リツドウ ri.tsu.do.: モクヒツ mo.ku.hi.tsu ミズアシ mi.zu.a.shi ミズグチ mi.zu.gu.chi ムラクモ mu.ra.ku.mo ヤジキタ ya.ji.ki.ta ミヤバラ mi.ya.ba.ra ミチユキ mi.chi.yu.ki モトドリ mo.to.do.ri41 モトダネ mo.to.da.ne ルイジツ ru.i.ji.tsu ヤドモト ya.do.mo.to メンヨウ me.N.yo.: ヤマヒダ ya.ma.hi.da ヤマユキ ya.ma.yu.ki ユウミン yu.:.mi.N ムラサメ mu.ra.sa.me モロヒザ mo.ro.hi.za ユウゲキ yu.:.ge.ki42 ヨコグモ yo.ko.gu.mo レキジツ re.ki.ji.tsu ヨウトジ yo.:.to.ji モノダチ mo.no.da.chi ユウサン yu.:.sa.N ユウシキ yu.:.shi.ki ヨウヒツ yo.:.hi.tsu モンシタ mo.N.shi.ta ヤブカゲ ya.bu.ka.ge ヨセギレ yo.se.gi.re43 ライハル ra.i.ha.ru ワケドリ wa.ke.do.ri リクフウ ri.ku.fu.: ヤマアシ ya.ma.a.shi ライニン ra.i.ni.N ヨウタツ yo.:.ta.tsu ラツワン ra.tsu.wa.N ヤマバン ya.ma.ba.N ユウグン yu.:.gu.N リクトウ ri.ku.to.:44 リンキュウ ri.N.kyu.: アオグモ a.o.gu.mo ルイネン ru.i.ne.N ユキバナ yu.ki.ba.na リクスイ ri.ku.su.i ライタク ra.i.ta.ku リャクタイ rya.ku.ta.i ユウカゼ yu.:.ka.ze ヨタモノ yo.ta.mo.no ルイゾウ ru.i.zo.:45 ルイジャク ru.i.jya.ku マメジル ma.me.ji.ru レツデン re.tsu.de.N ヨバワリ yo.ba.wa.ri リュウタイ ryu.:.ta.i リキセン ri.ki.se.N リンサク ri.N.sa.ku ヨツツジ yo.tsu.tsu.ji ラングン ra.N.gu.N レイニク re.:.ni.ku46 レイジツ re.:.ji.tsu グソクニ gu.so.ku.ni ワレナベ wa.re.na.be ランバイ ra.N.ba.i リョウダメ ryo.:.da.me レンブン re.N.bu.N ルイカン ru.i.ka.N ラクバン ra.ku.ba.N リンリツ ri.N.ri.tsu ロンケツ ro.N.ke.tsu47 ワリハン wa.ri.ha.N ジネンジョ ji.ne.N.jyo シブヅラ shi.bu.zu.ra リャクホウ rya.ku.ho.: ルイエン ru.i.e.N ワルズレ wa.ru.zu.re レキネン re.ki.ne.N リャクフク rya.ku.fu.ku ロウユウ ro.:.yu.: ズロウサ zu.ro.:.sa48 ヤマガミ ya.ma.ga.mi チドンサ chi.do.N.sa マエニワ ma.e.ni.wa レンバイ re.N.ba.i ワタウチ wa.ta.u.chi シブツラ shi.bu.tsu.ra ワリフダ wa.ri.fu.da リョウユウ ryo.:.yu.: ワリイシ wa.ri.i.shi ソホウサ so.ho.:.sa49 ギリアイ gi.ri.a.i ニギリヤ ni.gi.ri.ya ヒヨリミ hi.yo.ri.mi ロンテキ ro.N.te.ki ニシカタ ni.shi.ka.ta ロクニチ ro.ku.ni.chi ジザイガ ji.za.i.ga ルイサン ru.i.sa.N ギテイショ gi.te.:.shyo デイリバ de.i.ri.ba50 ユウガサ yu.:.ga.sa ロジモノ ro.ji.mo.no ムドウサ mu.do.:.sa ワタナカ wa.ta.na.ka バショワリ ba.shyo.wa.ri モジヨミ mo.ji.yo.mi ソボウサ so.bo.:.sa ワタマユ wa.ta.ma.yu フウジメ fu.:.ji.me ムリオシ mu.ri.o.shi
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Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation1 アトゾメ a.to.zo.me アルパカ a.ru.pa.ka アシヨワ a.shi.yo.wa アナヅリ a.na.zu.ri アカハダ a.ka.ha.da アイハン a.i.ha.N イドベイ i.do.be.: アラカベ a.ra.ka.be ウシトラ u.shi.to.ra アダバナ a.da.ba.na2 イテグモ i.te.gu.mo イシハダ i.shi.ha.da イレフダ i.re.fu.da イツブン i.tsu.bu.N イワグミ i.wa.gu.mi イワダナ i.wa.da.na ウケゴシ u.ke.go.shi イタガネ i.ta.ga.ne オビフウ o.bi.fu.: イタワサ i.ta.wa.sa3 ウスユキ u.su.yu.ki ウチニワ u.chi.ni.wa ウメヅケ u.me.zu.ke ウチヅラ u.chi.zu.ra ウタビト u.ta.bi.to ウスバカ u.su.ba.ka キキゴト ki.ki.go.to ウワジキ u.wa.ji.ki カリノヨ ka.ri.no.yo エビガニ e.bi.ga.ni4 オテモリ o.te.mo.ri オヤブネ o.ya.bu.ne オントウ o.N.to.: エダハリ e.da.ha.ri オリヤマ o.ri.ya.ma オビカワ o.bi.ka.wa キュウネン kyu.:.ne.N オヤボネ o.ya.bo.ne キュウテキ kyu.:.te.ki オヤバネ o.ya.ba.ne5 カギナワ ka.gi.na.wa ガイキン ga.i.ki.N カナヤマ ka.na.ya.ma オヤダシ o.ya.da.shi ガイキョク ga.i.kyo.ku ガクタイ ga.ku.ta.i ギンセイ gi.N.se.: カラザオ ka.ra.za.o キリジニ ki.ri.ji.ni カワドメ ka.wa.do.me6 キジブエ ki.ji.bu.e カタヤマ ka.ta.ya.ma ガンプク ga.N.pu.ku ガイシン ga.i.shi.N カラザケ ka.ra.za.ke カザバナ ka.za.ba.na クリブネ ku.ri.bu.ne ガンダテ ga.N.da.te クリゴト ku.ri.go.to ガンシツ ga.N.shi.tsu7 キャクドメ kya.ku.do.me キュウタク kyu.:.ta.ku キメダシ ki.me.da.shi カタパン ka.ta.pa.N キャラブキ kya.ra.bu.ki キカンキ ki.ka.N.ki ケイフン ke.:.fu.N キャクタイ kya.ku.ta.i ゲキジン ge.ki.ji.N キヌアヤ ki.nu.a.ya8 ギンセツ gi.N.se.tsu キョクビキ kyo.ku.bi.ki クニブリ ku.ni.bu.ri キタエゾ ki.ta.e.zo キュウナン kyu.:.na.N キュウライ kyu.:.ra.i ゲキドク ge.ki.do.ku キュウミン kyu.:.mi.N ケンモツ ke.N.mo.tsu ギャクジュン gya.ku.jyu.N9 クチノハ ku.chi.no.ha キンシツ ki.N.shi.tsu ゲキハツ ge.ki.ha.tsu グシヌイ gu.shi.nu.i キョウサツ kyo.:.sa.tsu クビナゲ ku.bi.na.ge コシヨワ ko.shi.yo.wa キリアメ ki.ri.a.me コノシロ ko.no.shi.ro キュウタイ kyu.:.ta.i10 ケシズミ ke.shi.zu.mi クサガメ ku.sa.ga.me コシモト ko.shi.mo.to クミイト ku.mi.i.to ギョクハイ gyo.ku.ha.i グンガク gu.N.ga.ku ゴフジョウ go.fu.jyo.: クリワタ ku.ri.wa.ta サキワケ sa.ki.wa.ke グンエイ gu.N.e.:11 ゲツリン ge.tsu.ri.N ケツルイ ke.tsu.ru.i ゴネドク go.ne.do.ku ゴクヤス go.ku.ya.su キンラン ki.N.ra.N コヤグミ ko.ya.gu.mi シモドケ shi.mo.do.ke グンリャク gu.N.rya.ku シマゾメ shi.ma.zo.me コエガラ ko.e.ga.ra12 コシミノ ko.shi.mi.no ザイガイ za.i.ga.i サトビト sa.to.bi.to コシナワ ko.shi.na.wa クサヤマ ku.sa.ya.ma サシワケ sa.shi.wa.ke ジリオシ ji.ri.o.shi ケツゼン ke.tsu.ze.N ジンチク ji.N.chi.ku サカダイ sa.ka.da.i13 ゴブガユ go.bu.ga.yu サシマエ sa.shi.ma.e シオボシ shi.o.bo.shi ザツニク za.tsu.ni.ku グショヌレ gu.shyo.nu.re ザンザイ za.N.za.i ズイソウ zu.i.so.: ゲンバツ ge.N.ba.tsu スイヒツ su.i.hi.tsu ジキダン ji.ki.da.N14 サオダチ sa.o.da.chi シャクスン shya.ku.su.N ジンクン ji.N.ku.N シキフク shi.ki.fu.ku コマゲタ ko.ma.ge.ta ジツカブ ji.tsu.ka.bu スジボネ su.ji.bo.ne コトダマ ko.to.da.ma セイデン se.:.de.N シャッカン shya.Q.ka.N15 ザツボク za.tsu.bo.ku ショウヒツ shyo.:.hi.tsu スキグシ su.ki.gu.shi ジャビセン jya.bi.se.N ザイキン za.i.ki.N ジャクシン jya.ku.shi.N セツグウ se.tsu.gu.: サバブシ sa.ba.bu.shi ゾクグン zo.ku.gu.N シュクワリ shyu.ku.wa.ri16 ジキサン ji.ki.sa.N シレゴト shi.re.go.to ズンギリ zu.N.gi.ri ジュクダン jyu.ku.da.N サンダツ sa.N.da.tsu シラサヤ shi.ra.sa.ya ゼンシツ ze.N.shi.tsu ザルミミ za.ru.mi.mi ソノジツ so.no.ji.tsu ジュンユウ jyu.N.yu.:17 シャセイゴ shya.se.:.go ジンダテ ji.N.da.te セツドウ se.tsu.do.: シュッタツ shyu.Q.ta.tsu ジツガク ji.tsu.ga.ku スイジン su.i.ji.N ゾクホン zo.ku.ho.N ジツダイ ji.tsu.da.i タテグミ ta.te.gu.mi シラハタ shi.ra.ha.ta18 シレモノ shi.re.mo.no スイダマ su.i.da.ma ゼンダテ ze.N.da.te ジンエン ji.N.e.N シャクザイ shya.ku.za.i セキジツ se.ki.ji.tsu ソトベリ so.to.be.ri シバヤマ shi.ba.ya.ma ツツソデ tsu.tsu.so.de センブリ se.N.bu.ri19 ズイジン zu.i.ji.N ソバヅエ so.ba.zu.e ゾウワク zo.:.wa.ku スギムラ su.gi.mu.ra ジョウヅメ jyo.:.zu.me ソコヅミ so.ko.zu.mi チョボクレ chyo.bo.ku.re スナハラ su.na.ha.ra テイシツ te.:.shi.tsu ソクタイ so.ku.ta.i20 ステイン su.te.i.N ダツブン da.tsu.bu.N ソトノリ so.to.no.ri ソトマゴ so.to.ma.go ショウユウ shyo.:.yu.: ダイヒキ da.i.hi.ki チンゼイ chi.N.ze.: センカタ se.N.ka.ta ドウユウ do.:.yu.: ダイナモ da.i.na.mo21 ソデウラ so.de.u.ra タナウケ ta.na.u.ke タネホン ta.ne.ho.N ダイワリ da.i.wa.ri シラツユ shi.ra.tsu.yu タカアシ ta.ka.a.shi ツキヨミ tsu.ki.yo.mi ゾウブツ zo.:.bu.tsu トシノハ to.shi.no.ha タツブン ta.tsu.bu.N22 タテヤク ta.te.ya.ku チンブン chi.N.bu.N ダンキュウ da.N.kyu.: タマユラ ta.ma.yu.ra ステガネ su.te.ga.ne チンガリ chi.N.ga.ri テキシン te.ki.shi.N ソメガタ so.me.ga.ta ナイハツ na.i.ha.tsu チャクヒツ chya.ku.hi.tsu23 ツジギリ tsu.ji.gi.ri ツユジモ tsu.yu.ji.mo ツヨゴシ tsu.yo.go.shi ツユビエ tsu.yu.bi.e ダイヒン da.i.hi.N ツリダマ tsu.ri.da.ma デンチク de.N.chi.ku タチヤク ta.chi.ya.ku ニクボソ ni.ku.bo.so チュウハバ chyu.:.ha.ba24 テキホウ te.ki.ho.: ドウガネ do.:.ga.ne テリアメ te.ri.a.me テッペイ te.Q.pe.: タチヅメ ta.chi.zu.me デコサク de.ko.sa.ku ドウモト do.:.mo.to ダンキン da.N.ki.N ヌキヨミ nu.ki.yo.mi チリクモ chi.ri.ku.mo25 ドクヨケ do.ku.yo.ke トシワカ to.shi.wa.ka ドクヒツ do.ku.hi.tsu トビダイ to.bi.da.i チョウブツ chyo.:.bu.tsu ドウノマ do.:.no.ma トモヅナ to.mo.zu.na チクザイ chi.ku.za.i ネリヌキ ne.ri.nu.ki ツギダイ tsu.gi.da.i26 トジホン to.ji.ho.N ナガジリ na.ga.ji.ri トレモロ to.re.mo.ro ナミイタ na.mi.i.ta ツウジン tsu.:.ji.N トラヒゲ to.ra.hi.ge ニセクビ ni.se.ku.bi チャクシン chya.ku.shi.N ノミシロ no.mi.shi.ro トシナミ to.shi.na.mi27 ナデギリ na.de.gi.ri ニクイレ ni.ku.i.re ナマボシ na.ma.bo.shi ニワウメ ni.wa.u.me トキナシ to.ki.na.shi ナワツキ na.wa.tsu.ki ヌレイロ nu.re.i.ro テイハツ te.:.ha.tsu ハイハン ha.i.ha.N ナガヤミ na.ga.ya.mi28 ニワゲタ ni.wa.ge.ta バンタン ba.N.ta.N ニノマル ni.no.ma.ru バクハン ba.ku.ha.N ナイワン na.i.wa.N ニンカン ni.N.ka.N ネリイト ne.ri.i.to ドウトリ do.:.to.ri ヒトゴエ hi.to.go.e ニッパチ ni.Q.pa.chi29 ノリアジ no.ri.a.ji ハンバツ ha.N.ba.tsu ヌメガワ nu.me.ga.wa ハマナベ ha.ma.na.be ニクカイ ni.ku.ka.i ヌマジリ nu.ma.ji.ri ノリゾメ no.ri.zo.me トジガネ to.ji.ga.ne ブツリキ bu.tsu.ri.ki ニュウスイ nyu.:.su.i30 バチオト ba.chi.o.to ヒャクヤク hya.ku.ya.ku ノチノヨ no.chi.no.yo ヒツジン hi.tsu.ji.N ハヤナワ ha.ya.na.wa ノウヒツ no.:.hi.tsu ヒケドキ hi.ke.do.ki ナワシロ na.wa.shi.ro フデヅカ fu.de.zu.ka ハタザオ ha.ta.za.o31 ハンハバ ha.N.ha.ba ヒラワン hi.ra.wa.N ハツボン ha.tsu.bo.N ブツゼイ bu.tsu.ze.: バンライ ba.N.ra.i ハハモノ ha.ha.mo.no フトモノ fu.to.mo.no バイヒン ba.i.hi.N ヘイブン he.:.bu.N バンカラ ba.N.ka.ra32 ヒキフネ hi.ki.fu.ne フナバシ fu.na.ba.shi バンゴヤ ba.N.go.ya フリグセ fu.ri.gu.se フナバタ fu.na.ba.ta バラダマ ba.ra.da.ma ブンコツ bu.N.ko.tsu ハヤガネ ha.ya.ga.ne ベツデン be.tsu.de.N ヒッサン hi.Q.sa.N33 ビンツケ bi.N.tsu.ke ブンスイ bu.N.su.i ヒロハバ hi.ro.ha.ba ヘイバン he.:.ba.N ブンアン bu.N.a.N ヒザザラ hi.za.za.ra ベイショク be.:.shyo.ku ヒンキャク hi.N.kya.ku ホオヒゲ ho.o.hi.ge フウキン fu.:.ki.N34 ブツデン bu.tsu.de.N ヘンブツ he.N.bu.tsu フトギヌ fu.to.gi.nu ホリバタ ho.ri.ba.ta ベツルイ be.tsu.ru.i ブンサツ bu.N.sa.tsu ヘンセツ he.N.se.tsu フクスイ fu.ku.su.i ボクミン bo.ku.mi.N ブンイン bu.N.i.N35 フレブミ fu.re.bu.mi ボクヨウ bo.ku.yo.: ヘコオビ he.ko.o.bi マルタケ ma.ru.ta.ke ヘンポン he.N.po.N ベンパツ be.N.pa.tsu ボウグミ bo.:.gu.mi ブツガク bu.tsu.ga.ku マゴビキ ma.go.bi.ki マチバナ ma.chi.ba.na36 ボウダラ bo.:.da.ra ホリアゲ ho.ri.a.ge ホゾオチ ho.zo.o.chi ムクイヌ mu.ku.i.nu ボウダマ bo.:.da.ma ホンモト ho.N.mo.to ホホジロ ho.ho.ji.ro ホサニン ho.sa.ni.N ミズモリ mi.zu.mo.ri ミズサキ mi.zu.sa.ki37 ホシトリ ho.shi.to.ri マルヒモ ma.ru.hi.mo マゲモノ ma.ge.mo.no モノダネ mo.no.da.ne マナジリ ma.na.ji.ri ムダバナ mu.da.ba.na ムネウチ mu.ne.u.chi マルハバ ma.ru.ha.ba ムギブエ mu.gi.bu.e ムギサク mu.gi.sa.ku38 マメホン ma.me.ho.N ミズヂャヤ mi.zu.jya.ya ミチイト mi.chi.i.to ユミハリ yu.mi.ha.ri ミツカド mi.tsu.ka.do メツザイ me.tsu.za.i メイヒツ me.:.hi.tsu ムナヒモ mu.na.hi.mo メツジン me.tsu.ji.N モチバラ mo.chi.ba.ra39 ミチノベ mi.chi.no.be ムナツキ mu.na.tsu.ki ムロザキ mu.ro.za.ki ヨコズキ yo.ko.zu.ki ムナサキ mu.na.sa.ki モチバナ mo.chi.ba.na モロビト mo.ro.bi.to メカシヤ me.ka.shi.ya モトブネ mo.to.bu.ne ヤマサチ ya.ma.sa.chi40 ムツドキ mu.tsu.do.ki ヤキグシ ya.ki.gu.shi モミゴメ mo.mi.go.me ライユウ ra.i.yu.: モリモノ mo.ri.mo.no ヤマハタ ya.ma.ha.ta ユメノヨ yu.me.no.yo モロハダ mo.ro.ha.da ヤセヤマ ya.se.ya.ma ユキガタ yu.ki.ga.ta41 モチグサ mo.chi.gu.sa ユウギリ yu.:.gi.ri ヤドワリ ya.do.wa.ri リャクゲン rya.ku.ge.N ヤマガラ ya.ma.ga.ra ユウガク yu.:.ga.ku ヨコモノ yo.ko.mo.no ヤマダシ ya.ma.da.shi ユウセツ yu.:.se.tsu ヨリマシ yo.ri.ma.shi42 ヤセギス ya.se.gi.su ヨミホン yo.mi.ho.N ユキガケ yu.ki.ga.ke リンプン ri.N.pu.N ユビアナ yu.bi.a.na ヨイヤミ yo.i.ya.mi リツロン ri.tsu.ro.N ユウダン yu.:.da.N ヨイミヤ yo.i.mi.ya ラクヤキ ra.ku.ya.ki43 ユイブツ yu.i.bu.tsu ランクツ ra.N.ku.tsu ヨクシン yo.ku.shi.N ワキダチ wa.ki.da.chi ヨイゴシ yo.i.go.shi ライサン ra.i.sa.N ルイセツ ru.i.se.tsu ヨコブリ yo.ko.bu.ri ランドリ ra.N.do.ri リャクジュツ rya.ku.jyu.tsu44 ヨウベヤ yo.:.be.ya リクダナ ri.ku.da.na ライジン ra.i.ji.N ヌリカゴ nu.ri.ka.go ラシャガミ ra.shya.ga.mi リツガン ri.tsu.ga.N レンテツ re.N.te.tsu ランバツ ra.N.ba.tsu リツゼン ri.tsu.ze.N リュウダン ryu.:.da.N45 ランウン ra.N.u.N リョウブタ ryo.:.bu.ta リツゾウ ri.tsu.zo.: ギリズク gi.ri.zu.ku リャクヒツ rya.ku.hi.tsu ルイスイ ru.i.su.i ロンジン ro.N.ji.N リクサン ri.ku.sa.N レキユウ re.ki.yu.: リンサン ri.N.sa.N46 リクセン ri.ku.se.N ワラフデ wa.ra.fu.de ルイホン ru.i.ho.N ケガマケ ke.ga.ma.ke リョウダテ ryo.:.da.te レンタツ re.N.ta.tsu ミゾイタ mi.zo.i.ta ルイルイ ru.i.ru.i ロウゾメ ro.:.zo.me ワリヒザ wa.ri.hi.za47 ルイゲツ ru.i.ge.tsu ノチゾエ no.chi.zo.e レツジツ re.tsu.ji.tsu サビシミ sa.bi.shi.mi リンタク ri.N.ta.ku ワタツミ wa.ta.tsu.mi オソレゲ o.so.re.ge ワイザツ wa.i.za.tsu ワレガネ wa.re.ga.ne ウワガワ u.wa.ga.wa48 ワタヌキ wa.ta.nu.ki グマイサ gu.ma.i.sa ワザゴト wa.za.go.to ミダシゴ mi.da.shi.go チガイメ chi.ga.i.me フナガタ fu.na.ga.ta キョゴウサ kyo.go.:.sa ミズガミ mi.zu.ga.mi アブラヤ a.bu.ra.ya クルマザ ku.ru.ma.za49 ダイヨン da.i.yo.N ココロネ ko.ko.ro.ne デンジバ de.N.ji.ba ヤジュウハ ya.jyu.:.ha ヒダルサ hi.da.ru.sa マガリヤ ma.ga.ri.ya グドンサ gu.do.N.sa ツチバシ tsu.chi.ba.shi イトコニ i.to.ko.ni ザッタサ za.Q.ta.sa50 セワモノ se.wa.mo.no モジヅラ mo.ji.zu.ra ボダイショ bo.da.i.shyo チエモノ chi.e.mo.no ワタシバ wa.ta.shi.ba ミタマヤ mi.ta.ma.ya ジョセイゴ jyo.se.:.go ベツガキ be.tsu.ga.ki ルフボン ru.fu.bo.N スマシヤ su.ma.shi.ya
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