
Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation1 アイアイ a.i.a.i アレハダ a.re.ha.da アカハタ a.ka.ha.ta アトヤク a.to.ya.ku アサヤケ a.sa.ya.ke アシドメ a.shi.do.me アラワザ a.ra.wa.za アゲダシ a.ge.da.shi アトガマ a.to.ga.ma アラナワ a.ra.na.wa2 イチブン i.chi.bu.N イリフネ i.ri.fu.ne イワブロ i.wa.bu.ro イヌジニ i.nu.ji.ni イワハダ i.wa.ha.da イロムラ i.ro.mu.ra イシバシ i.shi.ba.shi イチベツ i.chi.be.tsu イモバン i.mo.ba.N イモガユ i.mo.ga.yu3 ウラガネ u.ra.ga.ne ウワバリ u.wa.ba.ri ウスカワ u.su.ka.wa ウキフネ u.ki.fu.ne ウワヤク u.wa.ya.ku ウシノヒ u.shi.no.hi ウワバミ u.wa.ba.mi ウレユキ u.re.yu.ki ウチデシ u.chi.de.shi ウデズク u.de.zu.ku4 オハグロ o.ha.gu.ro エスプリ e.su.pu.ri オクユキ o.ku.yu.ki オソジモ o.so.ji.mo オカリナ o.ka.ri.na カチニゲ ka.chi.ni.ge オハライ o.ha.ra.i オモワク o.mo.wa.ku オザナリ o.za.na.ri オフレコ o.fu.re.ko5 ガイユウ ga.i.yu.: オシノビ o.shi.no.bi カワヒモ ka.wa.hi.mo ガクユウ ga.ku.yu.: カタナシ ka.ta.na.shi キキウデ ki.ki.u.de カタハラ ka.ta.ha.ra カブワケ ka.bu.wa.ke カラタチ ka.ra.ta.chi カタソデ ka.ta.so.de6 カザアナ ka.za.a.na ガクダン ga.ku.da.N ガンカケ ga.N.ka.ke カシワデ ka.shi.wa.de キャクヒキ kya.ku.hi.ki キュウヨウkyu.:.yo.: ガマグチ ga.ma.gu.chi キュウメイkyu.:.me.: ギダユウ gi.da.yu.: ガンユウ ga.N.yu.:7 キャクアシ kya.ku.a.shi カケダシ ka.ke.da.shi キタヤマ ki.ta.ya.ma キキヤク ki.ki.ya.ku キュウサイkyu.:.sa.i グウゾウ gu.:.zo.: キジバト ki.ji.ba.to キリボシ ki.ri.bo.shi キャクジンkya.ku.ji.N キュウヘンkyu.:.he.N8 ギャクサンgya.ku.sa.N キュウシツkyu.:.shi.tsu キャクマチ kya.ku.ma.chi キュウダンkyu.:.da.N キョウザメ kyo.:.za.me クロヌリ ku.ro.nu.ri キャタピラ kya.ta.pi.ra グウノネ gu.:.no.ne キワモノ ki.wa.mo.no キョウボウ kyo.:.bo.:9 キュウガクkyu.:.ga.ku キンツバ ki.N.tsu.ba キュウシキ kyu.:.shi.ki クチブリ ku.chi.bu.ri ギョクサイ gyo.ku.sa.i ゲジゲジ ge.ji.ge.ji クニガラ ku.ni.ga.ra クセモノ ku.se.mo.no クロパン ku.ro.pa.N キンブチ ki.N.bu.chi10 キワマリ ki.wa.ma.ri ギンプン gi.N.pu.N ギンパイ gi.N.pa.i グンジン gu.N.ji.N ギンパツ gi.N.pa.tsu ケンジツ ke.N.ji.tsu ゲツガク ge.tsu.ga.ku ゲイフウ ge.:.fu.: ゲキタイ ge.ki.ta.i クニモト ku.ni.mo.to11 ギンマク gi.N.ma.ku クウグン ku.:.gu.N クミダシ ku.mi.da.shi ケツバン ke.tsu.ba.N グウハツ gu.:.ha.tsu ゴクボソ go.ku.bo.so ケンサツ ke.N.sa.tsu ケツゴウ ke.tsu.go.: コトワリ ko.to.wa.ri ゲキメツ ge.ki.me.tsu12 クタビレ ku.ta.bi.re ゴウユウ go.:.yu.: グンバイ gu.N.ba.i コワイロ ko.wa.i.ro クシガタ ku.shi.ga.ta コメビツ ko.me.bi.tsu ゴタブン go.ta.bu.N ゴクヒン go.ku.hi.N ゴムナガ go.mu.na.ga ケンダマ ke.N.da.ma13 グンダン gu.N.da.N コシヌケ ko.shi.nu.ke コウヒツ ko.:.hi.tsu サシズメ sa.shi.zu.me コイブミ ko.i.bu.mi ジツドウ ji.tsu.do.: コバルト ko.ba.ru.to コトヅテ ko.to.zu.te ザクギリ za.ku.gi.ri ゴウヨク go.:.yo.ku14 コツゼン ko.tsu.ze.N シールド shi.:.ru.do ササヤブ sa.sa.ya.bu ザツネン za.tsu.ne.N サイカク sa.i.ka.ku シモヨケ shi.mo.yo.ke サワガニ sa.wa.ga.ni サオトメ sa.o.to.me サメハダ sa.me.ha.da サイダン sa.i.da.N15 ザイバツ za.i.ba.tsu スイテイ su.i.te.: ザンパイ za.N.pa.i シタハラ shi.ta.ha.ra ザンサツ za.N.sa.tsu スイデン su.i.de.N ザンギリ za.N.gi.ri ジツロク ji.tsu.ro.ku ジツゾウ ji.tsu.zo.: ザツゼン za.tsu.ze.N16 サンバシ sa.N.ba.shi ゼンニチ ze.N.ni.chi シャクハチ shya.ku.ha.chi ジンブン ji.N.bu.N ジツダン ji.tsu.da.N セトギワ se.to.gi.wa シキツメ shi.ki.tsu.me ストロボ su.to.ro.bo シブカワ shi.bu.ka.wa ジキヒツ ji.ki.hi.tsu17 ジカバキ ji.ka.ba.ki ソトブロ so.to.bu.ro ショクダイ shyo.ku.da.i スジガネ su.ji.ga.ne ジョウヤド jyo.:.ya.do ゼンブン ze.N.bu.N ジャクタイ jya.ku.ta.i ズンドウ zu.N.do.: スミツキ su.mi.tsu.ki スイボツ su.i.bo.tsu18 シタヅミ shi.ta.zu.mi タチノミ ta.chi.no.mi ジンダイ ji.N.da.i セキシツ se.ki.shi.tsu ショクハツ shyo.ku.ha.tsu ゾウフク zo.:.fu.ku スミヤキ su.mi.ya.ki セイユウ se.:.yu.: セワニン se.wa.ni.N ゼツリン ze.tsu.ri.N19 シャクナゲ shya.ku.na.ge チクデン chi.ku.de.N シンミツ shi.N.mi.tsu ゼニガタ ze.ni.ga.ta シラナミ shi.ra.na.mi ソデシタ so.de.shi.ta セイハツ se.:.ha.tsu ゼンリン ze.N.ri.N ソメワケ so.me.wa.ke センベツ se.N.be.tsu20 ショウワルshyo.:.wa.ru ツジツマ tsu.ji.tsu.ma スナブロ su.na.bu.ro ソトガマ so.to.ga.ma スズナリ su.zu.na.ri タイギゴ ta.i.gi.go ゾクハツ zo.ku.ha.tsu ゾクヘン zo.ku.he.N ダレギミ da.re.gi.mi ソメモノ so.me.mo.no21 スナヤマ su.na.ya.ma テキジン te.ki.ji.N セリダシ se.ri.da.shi ダイヒツ da.i.hi.tsu セツゲン se.tsu.ge.N チクリン chi.ku.ri.N ソデナシ so.de.na.shi ソデグチ so.de.gu.chi タワゴト ta.wa.go.to ダシヌケ da.shi.nu.ke22 ソクハツ so.ku.ha.tsu デハイリ de.ha.i.ri タカダイ ta.ka.da.i タイピン ta.i.pi.N タマジャリ ta.ma.jya.ri ツミビト tsu.mi.bi.to ダシナゲ da.shi.na.ge チンレツ chi.N.re.tsu ツケダシ tsu.ke.da.shi タダゴト ta.da.go.to23 タンパツ ta.N.pa.tsu ドウジン do.:.ji.N ダンラク da.N.ra.ku チマナコ chi.ma.na.ko ダンパツ da.N.pa.tsu テイテツ te.:.te.tsu タナボタ ta.na.bo.ta ツケヒゲ tsu.ke.hi.ge テツワン te.tsu.wa.N ツツシミ tsu.tsu.shi.mi24 ダンマリ da.N.ma.ri トリモノ to.ri.mo.no チチカタ chi.chi.ka.ta ツイスト tsu.i.su.to チャブダイ chya.bu.da.i トリヨセ to.ri.yo.se チカヅキ chi.ka.zu.ki テキニン te.ki.ni.N トラフグ to.ra.fu.gu テツビン te.tsu.bi.N25 チマミレ chi.ma.mi.re ナニゴト na.ni.go.to チャクニン chya.ku.ni.N デハジメ de.ha.ji.me チンサゲ chi.N.sa.ge ニノツギ ni.no.tsu.gi チャクダツ chya.ku.da.tsu デンテツ de.N.te.tsu ナカホド na.ka.ho.do デンネツ de.N.ne.tsu26 チャクフク chya.ku.fu.ku ニチギン ni.chi.gi.N チョウザメ chyo.:.za.me ドカベン do.ka.be.N ツキビト tsu.ki.bi.to ヌリモノ nu.ri.mo.no ツウブン tsu.:.bu.N トメソデ to.me.so.de ニチヨウ ni.chi.yo.: トオボエ to.:.bo.e27 チョクリツ chyo.ku.ri.tsu ヌイコミ nu.i.ko.mi ツイタチ tsu.i.ta.chi トリトメ to.ri.to.me トリツギ to.ri.tsu.gi ネンリツ ne.N.ri.tsu テキシツ te.ki.shi.tsu ドロヨケ do.ro.yo.ke ヌイシロ nu.i.shi.ro ドブイタ do.bu.i.ta28 ツユザム tsu.yu.za.mu ネンブツ ne.N.bu.tsu ナラワシ na.ra.wa.shi ナマツバ na.ma.tsu.ba ナマアゲ na.ma.a.ge ノリコミ no.ri.ko.mi トオヤマ to.:.ya.ma ニゲゴシ ni.ge.go.shi ネコソギ ne.ko.so.gi ナツヤマ na.tsu.ya.ma29 ドウナガ do.:.na.ga ノリニゲ no.ri.ni.ge ニシカゼ ni.shi.ka.ze ヌリムラ nu.ri.mu.ra ニクダン ni.ku.da.N ハリボテ ha.ri.bo.te ドルバコ do.ru.ba.ko ヌケオチ nu.ke.o.chi ノンプロ no.N.pu.ro ニノウデ ni.no.u.de30 トリタテ to.ri.ta.te ハゲヤマ ha.ge.ya.ma ヌイアゲ nu.i.a.ge ハヤブサ ha.ya.bu.sa ヌキウチ nu.ki.u.chi ヒケギワ hi.ke.gi.wa ナカダチ na.ka.da.chi ネリミソ ne.ri.mi.so バイヤス ba.i.ya.su ヌノギレ nu.no.gi.re31 ナカワタ na.ka.wa.ta ヒトキワ hi.to.ki.wa ハナガタ ha.na.ga.ta バンヅケ ba.N.zu.ke ハヤバン ha.ya.ba.N ビンソク bi.N.so.ku ニワイシ ni.wa.i.shi ノドブエ no.do.bu.e ハヤビケ ha.ya.bi.ke ネクズレ ne.ku.zu.re32 ニシガワ ni.shi.ga.wa ブツヨク bu.tsu.yo.ku バンダイ ba.N.da.i ヒキズリ hi.ki.zu.ri パリサイ pa.ri.sa.i ブンセツ bu.N.se.tsu ヌケアナ nu.ke.a.na ハリヤマ ha.ri.ya.ma ヒジテツ hi.ji.te.tsu ノドゴシ no.do.go.shi33 ヌカルミ nu.ka.ru.mi フユクサ fu.yu.ku.sa ヒラザラ hi.ra.za.ra ヒャクニチ hya.ku.ni.chi ヒヤカシ hi.ya.ka.shi ベツビン be.tsu.bi.N ハヤワザ ha.ya.wa.za ヒトヅキ hi.to.zu.ki ブタゴヤ bu.ta.go.ya バクシン ba.ku.shi.N34 バイシン ba.i.shi.N ヘンシツ he.N.shi.tsu フユガレ fu.yu.ga.re フミダン fu.mi.da.N ヒョウタン hyo.:.ta.N ヘンリン he.N.ri.N バンガイ ba.N.ga.i フチドリ fu.chi.do.ri フナゾコ fu.na.zo.ko ハコニワ ha.ko.ni.wa35 ハラダチ ha.ra.da.chi ホオジロ ho.:.ji.ro ブンマツ bu.N.ma.tsu ブンピツ bu.N.pi.tsu ブタバコ bu.ta.ba.ko ホウフツ ho.:.fu.tsu ヒキマド hi.ki.ma.do ブツゼン bu.tsu.ze.N ベツワク be.tsu.wa.ku ヒトヨセ hi.to.yo.se36 ヒツダン hi.tsu.da.N ボクトツ bo.ku.to.tsu ホンブリ ho.N.bu.ri ボウダチ bo.:.da.chi フナヅミ fu.na.zu.mi ボクメツ bo.ku.me.tsu ビンワン bi.N.wa.N ベツムネ be.tsu.mu.ne ヘンアツ he.N.a.tsu ベイゴマ be.:.go.ma37 ピンハネ pi.N.ha.ne マタシタ ma.ta.shi.ta マンパイ ma.N.pa.i ホシカゲ ho.shi.ka.ge プラズマ pu.ra.zu.ma マキジタ ma.ki.ji.ta フウジン fu.:.ji.N ヘンテツ he.N.te.tsu ボウハツ bo.:.ha.tsu ホネヌキ ho.ne.nu.ki38 フダツキ fu.da.tsu.ki ミズヒキ mi.zu.hi.ki ミズバナ mi.zu.ba.na マタズレ ma.ta.zu.re マタガリ ma.ta.ga.ri ミチスジ mi.chi.su.ji ヘラブナ he.ra.bu.na ホンスジ ho.N.su.ji ホトボリ ho.to.bo.ri マルポチャma.ru.po.chya39 ブンダン bu.N.da.N メイフク me.:.fu.ku ミャクミャク mya.ku.mya.ku ミツユビ mi.tsu.yu.bi ミチシオ mi.chi.shi.o メンミツ me.N.mi.tsu ホンズリ ho.N.zu.ri ボンボリ bo.N.bo.ri マゼコゼ ma.ze.ko.ze ミソヅケ mi.so.zu.ke40 ホソウデ ho.so.u.de モノグサ mo.no.gu.sa ムシカゴ mu.shi.ka.go ムギワラ mu.gi.wa.ra ミャクラク mya.ku.ra.ku モルヒネ mo.ru.hi.ne マタガシ ma.ta.ga.shi ミズモノ mi.zu.mo.no ミノホド mi.no.ho.do ムギトロ mu.gi.to.ro41 マヤカシ ma.ya.ka.shi ヤマヅミ ya.ma.zu.mi モチゴマ mo.chi.go.ma モチハダ mo.chi.ha.da ヤワハダ ya.wa.ha.da ユウゼン yu.:.ze.N ミヤサマ mi.ya.sa.ma ムシヨケ mu.shi.yo.ke ムダボネ mu.da.bo.ne モロモロ mo.ro.mo.ro42 ミミアテ mi.mi.a.te ユキヅリ yu.ki.zu.ri ヤマザル ya.ma.za.ru ヤマガワ ya.ma.ga.wa ユウヤミ yu.:.ya.mi ヨビモノ yo.bi.mo.no ムラビト mu.ra.bi.to メンモク me.N.mo.ku メイヒン me.:.hi.N ヤブヘビ ya.bu.he.bi43 ムササビ mu.sa.sa.bi ヨミビト yo.mi.bi.to ユウナギ yu.:.na.gi ユウハツ yu.:.ha.tsu ランギリ ra.N.gi.ri リクウン ri.ku.u.N モチダシ mo.chi.da.shi モノオジ mo.no.o.ji モンゼツ mo.N.ze.tsu ユウモヤ yu.:.mo.ya44 モミガラ mo.mi.ga.ra リンセツ ri.N.se.tsu ランザツ ra.N.za.tsu ヨビリン yo.bi.ri.N リンカク ri.N.ka.ku ルイセン ru.i.se.N ヤマハダ ya.ma.ha.da ユウドウ yu.:.do.: ヤボヨウ ya.bo.yo.: ヨコトジ yo.ko.to.ji45 ヤマバト ya.ma.ba.to ルイベツ ru.i.be.tsu リツアン ri.tsu.a.N リクアゲ ri.ku.a.ge ワニガワ wa.ni.ga.wa オドリバ o.do.ri.ba ユウガオ yu.:.ga.o ヨソゴト yo.so.go.to ユビオリ yu.bi.o.ri リキトウ ri.ki.to.:46 ユキハダ yu.ki.ha.da ベニイロ be.ni.i.ro ワラシベ wa.ra.shi.be ルイシン ru.i.shi.N ガサツサ ga.sa.tsu.sa デシイリ de.shi.i.ri ヨワゴシ yo.wa.go.shi リキセツ ri.ki.se.tsu ヨセモノ yo.se.mo.no レンリツ re.N.ri.tsu47 ラクジツ ra.ku.ji.tsu ゲレツサ ge.re.tsu.sa リョウヒザ ryo.:.hi.za ワリシタ wa.ri.shi.ta キビンサ ki.bi.N.sa ドウグヤ do.:.gu.ya ランラン ra.N.ra.N レイブン re.:.bu.N ランシン ra.N.shi.N ワズライ wa.zu.ra.i48 リンカン ri.N.ka.N ジミチサ ji.mi.chi.sa トシガス to.shi.ga.su ギタイゴ gi.ta.i.go チョサクカ chyo.sa.ku.ka フテキサ fu.te.ki.sa ワカアユ wa.ka.a.yu ロウボク ro.:.bo.ku ルイセキ ru.i.se.ki コロシヤ ko.ro.shi.ya49 ワカハゲ wa.ka.ha.ge セイギハ se.:.gi.ha キョガクサ kyo.ga.ku.sa ズボラサ zu.bo.ra.sa バシャウマba.shya.u.ma ムホウサ mu.ho.:.sa ネガイデ ne.ga.i.de シロヘビ shi.ro.he.bi ワシバナ wa.shi.ba.na シゼンサ shi.ze.N.sa50 ジャアクサ jya.a.ku.sa ムスビメ mu.su.bi.me ジャマダテ jya.ma.da.te ニダンメ ni.da.N.me ムザンサ mu.za.N.sa ロコツサ ro.ko.tsu.sa ロマンハ ro.ma.N.ha ギジドウ gi.ji.do.: ドルガイ do.ru.ga.i フゾクゴ fu.zo.ku.go
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Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation1 アサガタ a.sa.ga.ta アネモネ a.ne.mo.ne アカハジ a.ka.ha.ji アサダチ a.sa.da.chi アカフダ a.ka.fu.da アゲゾコ a.ge.zo.ko アゲダマ a.ge.da.ma アトゼメ a.to.ze.me アワレミ a.wa.re.mi アシワザ a.shi.wa.za2 イワヤマ i.wa.ya.ma イツダツ i.tsu.da.tsu ウワヅミ u.wa.zu.mi ウミヘビ u.mi.he.bi イキハジ i.ki.ha.ji イタジキ i.ta.ji.ki イチニン i.chi.ni.N イカホド i.ka.ho.do イトヘン i.to.he.N イシワタ i.shi.wa.ta3 ウチダシ u.chi.da.shi ウワゼイ u.wa.ze.: オナジミ o.na.ji.mi オオベヤ o.:.be.ya エリグリ e.ri.gu.ri ウラヤマ u.ra.ya.ma ウスグモ u.su.gu.mo ウワズミ u.wa.zu.mi ウチジニ u.chi.ji.ni ウズシオ u.zu.shi.o4 カワハギ ka.wa.ha.gi オンセツ o.N.se.tsu ガイブン ga.i.bu.N カルワザ ka.ru.wa.za オオワザ o.:.wa.za ガーベラ ga.:.be.ra オオゴト o.:.go.to オトオシ o.to.:.shi オオグチ o.:.gu.chi オヤダマ o.ya.da.ma5 ガンタイ ga.N.ta.i ガードル ga.:.do.ru カネヅル ka.ne.zu.ru キュウデンkyu.:.de.N カマユデ ka.ma.yu.de カワスジ ka.wa.su.ji カゼヒキ ka.ze.hi.ki ガタオチ ga.ta.o.chi カベゴシ ka.be.go.shi ガクフウ ga.ku.fu.:6 キャクシツ kya.ku.shi.tsu カオダチ ka.o.da.chi キャクウケ kya.ku.u.ke ギロチン gi.ro.chi.N ガリバン ga.ri.ba.N キナガシ ki.na.ga.shi キュウユウkyu.:.yu.: カワバタ ka.wa.ba.ta キフルシ ki.fu.ru.shi カワハバ ka.wa.ha.ba7 ギャクフウ gya.ku.fu.: キレハシ ki.re.ha.shi ギャクサツ gya.ku.sa.tsu キンモツ ki.N.mo.tsu キヌイト ki.nu.i.to ケアガリ ke.a.ga.ri キョクドメ kyo.ku.do.me クチガル ku.chi.ga.ru キュウシンkyu.:.shi.N キュウトウ kyu.:.to.:8 キュウバンkyu.:.ba.N クサノネ ku.sa.no.ne キュウヤクkyu.:.ya.ku クロフネ ku.ro.fu.ne キャクスジ kya.ku.su.ji ゲンパツ ge.N.pa.tsu ギンブラ gi.N.bu.ra ケダモノ ke.da.mo.no クビヅカ ku.bi.zu.ka キンミツ ki.N.mi.tsu9 クサハラ ku.sa.ha.ra ケツイン ke.tsu.i.N ギンバン gi.N.ba.N ゲイゴト ge.:.go.to キュウスイ kyu.:.su.i コワモテ ko.wa.mo.te クズイト ku.zu.i.to ゲンアツ ge.N.a.tsu グンプク gu.N.pu.ku クラダシ ku.ra.da.shi10 グンパツ gu.N.pa.tsu ゲンメツ ge.N.me.tsu クサヤブ ku.sa.ya.bu コクユウ ko.ku.yu.: ギュウナベ gyu.:.na.be サオダケ sa.o.da.ke グリグリ gu.ri.gu.ri ゴハサン go.ha.sa.N ケツベツ ke.tsu.be.tsu ゲツメン ge.tsu.me.N11 コシイレ ko.shi.i.re コソドロ ko.so.do.ro グンカン gu.N.ka.N ゴリオシ go.ri.o.shi ギンブチ gi.N.bu.chi ザンセツ za.N.se.tsu ゴクブト go.ku.bu.to コロガシ ko.ro.ga.shi ゲンプク ge.N.pu.ku コテナゲ ko.te.na.ge12 ゴミタメ go.mi.ta.me サバヨミ sa.ba.yo.mi ゲンナマ ge.N.na.ma サビドメ sa.bi.do.me クミタテ ku.mi.ta.te シメナワ shi.me.na.wa コシボネ ko.shi.bo.ne サンパツ sa.N.pa.tsu ゴケニン go.ke.ni.N ザイダン za.i.da.N13 サザナミ sa.za.na.mi シマヘビ shi.ma.he.bi コマギレ ko.ma.gi.re ジキデシ ji.ki.de.shi ゲシュニン ge.shyu.ni.N スイシツ su.i.shi.tsu サカユメ sa.ka.yu.me シナガラ shi.na.ga.ra コシヒモ ko.shi.hi.mo ササブネ sa.sa.bu.ne14 ザンガイ za.N.ga.i ジャクネン jya.ku.ne.N サカダル sa.ka.da.ru シタノネ shi.ta.no.ne コツツボ ko.tsu.tsu.bo ゼツダイ ze.tsu.da.i ショウフダ shyo.:.fu.da シャチホコ shya.chi.ho.ko サトオヤ sa.to.o.ya シツカン shi.tsu.ka.N15 ジカタビ ji.ka.ta.bi シャムネコ shya.mu.ne.ko ザンルイ za.N.ru.i スシヅメ su.shi.zu.me ザイニン za.i.ni.N セワヤキ se.wa.ya.ki シンシキ shi.N.shi.ki ジンコツ ji.N.ko.tsu ジツゾン ji.tsu.zo.N ジンシン ji.N.shi.N16 シバイヌ shi.ba.i.nu ジントク ji.N.to.ku ジャクハイ jya.ku.ha.i ゼンイキ ze.N.i.ki サッキン sa.Q.ki.N ゾウハツ zo.:.ha.tsu ジンツウ ji.N.tsu.: ステテコ su.te.te.ko スイギン su.i.gi.N スイバク su.i.ba.ku17 シャクヤク shya.ku.ya.ku スケダチ su.ke.da.chi シルワン shi.ru.wa.N センボツ se.N.bo.tsu ジクアシ ji.ku.a.shi ソノハズ so.no.ha.zu ズイヒツ zu.i.hi.tsu ゼンイン ze.N.i.N ゼツメイ ze.tsu.me.: セツビゴ se.tsu.bi.go18 スジアイ su.ji.a.i セトヤキ se.to.ya.ki スジダテ su.ji.da.te ゾウワイ zo.:.wa.i シュンパツ shyu.N.pa.tsu ダツゴク da.tsu.go.ku スポイト su.po.i.to センレツ se.N.re.tsu セミプロ se.mi.pu.ro ソトマタ so.to.ma.ta19 セツダン se.tsu.da.N ゼンダマ ze.N.da.ma セキブツ se.ki.bu.tsu ソノミチ so.no.mi.chi スイナン su.i.na.N タノモシ ta.no.mo.shi セツデン se.tsu.de.N ソトワク so.to.wa.ku ゾクブツ zo.ku.bu.tsu ダイハツ da.i.ha.tsu20 ソウガワ so.:.ga.wa ゾクホウ zo.ku.ho.: ソバガラ so.ba.ga.ra タテガミ ta.te.ga.mi セキワケ se.ki.wa.ke ツノブエ tsu.no.bu.e ゼンクツ ze.N.ku.tsu タケヤリ ta.ke.ya.ri ソトヅラ so.to.zu.ra タニガワ ta.ni.ga.wa21 タナアゲ ta.na.a.ge ソトボリ so.to.bo.ri タチカタ ta.chi.ka.ta チヂレゲ chi.ji.re.ge ソンリツ so.N.ri.tsu デガラシ de.ga.ra.shi ソコヌケ so.ko.nu.ke ダンゼツ da.N.ze.tsu タケザオ ta.ke.za.o チャクガン chya.ku.ga.N22 ダンヤク da.N.ya.ku タテワリ ta.te.wa.ri ダンアツ da.N.a.tsu ツキノワ tsu.ki.no.wa ダシガラ da.shi.ga.ra テンマド te.N.ma.do タテジマ ta.te.ji.ma ツリダナ tsu.ri.da.na チミドロ chi.mi.do.ro チンアツ chi.N.a.tsu23 チャダンス chya.da.N.su ダンネツ da.N.ne.tsu チャクシツ chya.ku.shi.tsu テキヨウ te.ki.yo.: タワムレ ta.wa.mu.re トレパン to.re.pa.N チョビヒゲ chyo.bi.hi.ge デモドリ de.mo.do.ri ツブヨリ tsu.bu.yo.ri ツリブネ tsu.ri.bu.ne24 チンギン chi.N.gi.N ツヤケシ tsu.ya.ke.shi チンツウ chi.N.tsu.: トクヒツ to.ku.hi.tsu チャクシュツ chya.ku.shyu.tsu ドンジリ do.N.ji.ri チンピン chi.N.pi.N テンゴク te.N.go.ku テングサ te.N.gu.sa テキヤク te.ki.ya.ku25 ツウタツ tsu.:.ta.tsu テマダイ te.ma.da.i ツギハギ tsu.gi.ha.gi ドブロク do.bu.ro.ku チュウヅリ chyu.:.zu.ri ナデガタ na.de.ga.ta ツユイリ tsu.yu.i.ri ドサンコ do.sa.N.ko ドウジツ do.:.ji.tsu ドクダミ do.ku.da.mi26 テキハツ te.ki.ha.tsu デンタツ de.N.ta.tsu トシガイ to.shi.ga.i ナゲナワ na.ge.na.wa チリナベ chi.ri.na.be ニセガネ ni.se.ga.ne トモシビ to.mo.shi.bi トメオキ to.me.o.ki トクユウ to.ku.yu.: ナマユデ na.ma.yu.de27 トラガリ to.ra.ga.ri トメガネ to.me.ga.ne ナワヌケ na.wa.nu.ke ニクブト ni.ku.bu.to ツチグモ tsu.chi.gu.mo ネツボウ ne.tsu.bo.: ドロツチ do.ro.tsu.chi ナゲワザ na.ge.wa.za ナツカゼ na.tsu.ka.ze ニコゴリ ni.ko.go.ri28 ナマヤケ na.ma.ya.ke ドラゴエ do.ra.go.e ニナイテ ni.na.i.te ネツベン ne.tsu.be.N トリザタ to.ri.za.ta バクマツ ba.ku.ma.tsu ナリワイ na.ri.wa.i ニワクサ ni.wa.ku.sa ヌイトリ nu.i.to.ri ヌカヅケ nu.ka.zu.ke29 ニクシツ ni.ku.shi.tsu ナベゾコ na.be.zo.ko ヌケガラ nu.ke.ga.ra ノリヅケ no.ri.zu.ke ナンクセ na.N.ku.se ハハカタ ha.ha.ka.ta ヌスビト nu.su.bi.to ネジヤマ ne.ji.ya.ma ネンリキ ne.N.ri.ki バイニン ba.i.ni.N30 ヌキアシ nu.ki.a.shi ニタモノ ni.ta.mo.no バタアシ ba.ta.a.shi ハンスト ha.N.su.to ニクヒツ ni.ku.hi.tsu パラボラ pa.ra.bo.ra バンユウ ba.N.yu.: ノベボウ no.be.bo.: ノキシタ no.ki.shi.ta ハツフユ ha.tsu.fu.yu31 ネンイリ ne.N.i.ri ヌレガミ nu.re.ga.mi ハンザツ ha.N.za.tsu ヒトモジ hi.to.mo.ji バクフウ ba.ku.fu.: ヒツドク hi.tsu.do.ku ビードロ bi.:.do.ro バーベル ba.:.be.ru ハシゲタ ha.shi.ge.ta ヒザグミ hi.za.gu.mi32 ノキナミ no.ki.na.mi ノウミツ no.:.mi.tsu ヒダマリ hi.da.ma.ri ビロード bi.ro.:.do ハタアゲ ha.ta.a.ge フキヨセ fu.ki.yo.se ブツギリ bu.tsu.gi.ri ハナダイ ha.na.da.i ヒキギワ hi.ki.gi.wa ビヤダル bi.ya.da.ru33 ハナゾノ ha.na.zo.no ハゲワシ ha.ge.wa.shi ビンラン bi.N.ra.N フツブン fu.tsu.bu.N ヒビワレ hi.bi.wa.re ブンタン bu.N.ta.N フナビト fu.na.bi.to ヒトハダ hi.to.ha.da フデブト fu.de.bu.to ブロンズ bu.ro.N.zu34 バンカイ ba.N.ka.i バンシャク ba.N.shya.ku フナヤド fu.na.ya.do ブツモン bu.tsu.mo.N フジダナ fu.ji.da.na ペナント pe.na.N.to ホウフク ho.:.fu.ku ヒャクブン hya.ku.bu.N ブンシツ bu.N.shi.tsu ベイサク be.:.sa.ku35 ヒンパツ hi.N.pa.tsu ヒトザト hi.to.za.to マガタマ ma.ga.ta.ma ヘイフク he.:.fu.ku ブンチン bu.N.chi.N ヘヤダイ he.ya.da.i ボツネン bo.tsu.ne.N フジイロ fu.ji.i.ro ベツモノ be.tsu.mo.no ホドアイ ho.do.a.i36 フナビン fu.na.bi.N フクイン fu.ku.i.N ミズアビ mi.zu.a.bi ベゴニア be.go.ni.a マツヤニ ma.tsu.ya.ni ベラボウ be.ra.bo.: マツジツ ma.tsu.ji.tsu ヘイハツ he.:.ha.tsu ヘルニア he.ru.ni.a マチビト ma.chi.bi.to37 ブンパイ bu.N.pa.i ベツダン be.tsu.da.N ムキダシ mu.ki.da.shi ボルシチ bo.ru.shi.chi ムシピン mu.shi.pi.N ホオボネ ho.:.bo.ne ミズギワ mi.zu.gi.wa ベツノウ be.tsu.no.: ボウフラ bo.:.fu.ra ミツリン mi.tsu.ri.N38 マラカス ma.ra.ka.su ヘヤワリ he.ya.wa.ri メリヤス me.ri.ya.su ホンゴシ ho.N.go.shi モモヒキ mo.mo.hi.ki マタタビ ma.ta.ta.bi ムシブロ mu.shi.bu.ro ボクチク bo.ku.chi.ku ホシクサ ho.shi.ku.sa ムナグラ mu.na.gu.ra39 ミズマシ mi.zu.ma.shi ホロバシャ ho.ro.ba.shya モチカブ mo.chi.ka.bu ミセシメ mi.se.shi.me ヤスヤド ya.su.ya.do ミズガメ mi.zu.ga.me メイジツ me.:.ji.tsu ホネナシ ho.ne.na.shi ミミウチ mi.mi.u.chi モルタル mo.ru.ta.ru40 ムラザト mu.ra.za.to マタグラ ma.ta.gu.ra ヤナガワ ya.na.ga.wa メイブン me.:.bu.N ユクスエ yu.ku.su.e モヨオシ mo.yo.o.shi ユキシツ yu.ki.shi.tsu マタギキ ma.ta.gi.ki メイユウ me.:.yu.: ヤマナリ ya.ma.na.ri41 メイガラ me.:.ga.ra ミズガレ mi.zu.ga.re ユミナリ yu.mi.na.ri モロトモ mo.ro.to.mo ヨコナガ yo.ko.na.ga ヤマノテ ya.ma.no.te ヨビミズ yo.bi.mi.zu ミセガネ mi.se.ga.ne モクニン mo.ku.ni.N ユキグモ yu.ki.gu.mo42 モトジメ mo.to.ji.me ムシボシ mu.shi.bo.shi ランガイ ra.N.ga.i ヤキゴテ ya.ki.go.te ランリツ ra.N.ri.tsu ランドク ra.N.do.ku リンシツ ri.N.shi.tsu ムギメシ mu.gi.me.shi ヤマギワ ya.ma.gi.wa ヨコハバ yo.ko.ha.ba43 ヤマワケ ya.ma.wa.ke モノゴイ mo.no.go.i リャクシキ rya.ku.shi.ki ユウゲン yu.:.ge.N リンカイ ri.N.ka.i リトマス ri.to.ma.su ルリイロ ru.ri.i.ro メンドリ me.N.do.ri ユキズリ yu.ki.zu.ri ランピツ ra.N.pi.tsu44 ユキヤケ yu.ki.ya.ke ヤマザト ya.ma.za.to リンジン ri.N.ji.N リンセキ ri.N.se.ki ワクグミ wa.ku.gu.mi レンパツ re.N.pa.tsu レキニン re.ki.ni.N モノゴシ mo.no.go.shi ヨツギリ yo.tsu.gi.ri ルイダイ ru.i.da.i45 ヨツカド yo.tsu.ka.do ユウバレ yu.:.ba.re ワリヤス wa.ri.ya.su レイテツ re.:.te.tsu ウワブタ u.wa.bu.ta ロンセツ ro.N.se.tsu モウシデ mo.:.shi.de ヤマヤキ ya.ma.ya.ki リンリン ri.N.ri.N ワタグモ wa.ta.gu.mo46 ランパツ ra.N.pa.tsu ランヨウ ra.N.yo.: ブタジル bu.ta.ji.ru ロウゴク ro.:.go.ku ミズブロ mi.zu.bu.ro ゴワサン go.wa.sa.N ニクジル ni.ku.ji.ru ユウバエ yu.:.ba.e レイグウ re.:.gu.: ノミダイ no.mi.da.i47 ワカヅマ wa.ka.zu.ma レイハイ re.:.ha.i イビツサ i.bi.tsu.sa デドコロ de.do.ko.ro グタイカ gu.ta.i.ka クウビン ku.:.bi.N キクミミ ki.ku.mi.mi ヨコヤリ yo.ko.ya.ri ロウニン ro.:.ni.N トサケン to.sa.ke.N48 オンナデ o.N.na.de ロケハン ro.ke.ha.N キママサ ki.ma.ma.sa イシオノ i.shi.o.no シキリヤ shi.ki.ri.ya ヨンダイ yo.N.da.i テラコヤ te.ra.ko.ya レイダイ re.:.da.i シホンカ shi.ho.N.ka ズサンサ zu.sa.N.sa49 キガルサ ki.ga.ru.sa ワビゴト wa.bi.go.to ジリツゴ ji.ri.tsu.go ムネンサ mu.ne.N.sa ジュズダマ jyu.zu.da.ma オトコデ o.to.ko.de ハナシテ ha.na.shi.te ワルヂエ wa.ru.ji.e ニドデマ ni.do.de.ma ネバリケ ne.ba.ri.ke50 ギリダテ gi.ri.da.te ヨコセン yo.ko.se.N ヨウジゴ yo.:.ji.go ヨロズヤ yo.ro.zu.ya ヌスミミ nu.su.mi.mi ワカレメ wa.ka.re.me ヒニクサ hi.ni.ku.sa キヨワサ ki.yo.wa.sa ムボウサ mu.bo.:.sa フウジテ fu.:.ji.te

list q list r list slist k list l list tlist m list n list o list p


