
Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation Word Pronunciation1 アマグモ a.ma.gu.mo アシバヤ a.shi.ba.ya アゲモノ a.ge.mo.no アジワイ a.ji.wa.i アサメシ a.sa.me.shi アテニゲ a.te.ni.ge アクユウ a.ku.yu.: アイベヤ a.i.be.ya アメダマ a.me.da.ma アケボノ a.ke.bo.no2 イマフウ i.ma.fu.: ウワバキ u.wa.ba.ki イイワケ i.:.wa.ke イヤイヤ i.ya.i.ya イマドキ i.ma.do.ki イケニエ i.ke.ni.e イロドリ i.ro.do.ri イケドリ i.ke.do.ri イナズマ i.na.zu.ma イレモノ i.re.mo.no3 ウチガワ u.chi.ga.wa エイユウ e.:.yu.: ウクレレ u.ku.re.re オヤスミ o.ya.su.mi ウチアゲ u.chi.a.ge ウケトリ u.ke.to.ri ウタゴエ u.ta.go.e ウラナイ u.ra.na.i ウワムキ u.wa.mu.ki ウケツケ u.ke.tsu.ke4 オシダシ o.shi.da.shi オヤユビ o.ya.yu.bi オザシキ o.za.shi.ki カバヤキ ka.ba.ya.ki オハナシ o.ha.na.shi オオハバ o.:.ha.ba オトサタ o.to.sa.ta オヒロメ o.hi.ro.me オテアゲ o.te.a.ge オトズレ o.to.zu.re5 オヤモト o.ya.mo.to カタマリ ka.ta.ma.ri オメデタ o.me.de.ta ガラガラ ga.ra.ga.ra ガチャガチャ ga.chya.ga.chya カイフク ka.i.fu.ku ガクネン ga.ku.ne.N カケソバ ka.ke.so.ba カズノコ ka.zu.no.ko カタログ ka.ta.ro.gu6 ガニマタ ga.ni.ma.ta ガブノミ ga.bu.no.mi カチヌキ ka.chi.nu.ki キバラシ ki.ba.ra.shi カナアミ ka.na.a.mi ガリベン ga.ri.be.N カベガミ ka.be.ga.mi ガソリン ga.so.ri.N ガンジツ ga.N.ji.tsu ガンメン ga.N.me.N7 キタカゼ ki.ta.ka.ze キマグレ ki.ma.gu.re キゴコチ ki.go.ko.chi ギャクタイ gya.ku.ta.i キャラメル kya.ra.me.ru キンピラ ki.N.pi.ra キュウジン kyu.:.ji.N キズグチ ki.zu.gu.chi キュウケイ kyu.:.ke.: キシメン ki.shi.me.N8 キュウショク kyu.:.shyo.ku クチカズ ku.chi.ka.zu キュウジツ kyu.:.ji.tsu キャクホン kya.ku.ho.N キンガン ki.N.ga.N クツズレ ku.tsu.zu.re キンキュウ ki.N.kyu.: キュウソク kyu.:.so.ku キンケツ ki.N.ke.tsu キュウゲキ kyu.:.ge.ki9 グウタラ gu.:.ta.ra グラビア gu.ra.bi.a クチベタ ku.chi.be.ta クウフク ku.:.fu.ku クチバシ ku.chi.ba.shi ゲイニン ge.:.ni.N グイノミ gu.i.no.mi グウゼン gu.:.ze.N クチグセ ku.chi.gu.se クイスギ ku.i.su.gi10 ケイサツ ke.:.sa.tsu ゲンコツ ge.N.ko.tsu ケンケツ ke.N.ke.tsu ケイゾク ke.:.zo.ku ゲンテイ ge.N.te.: ケシイン ke.shi.i.N クモユキ ku.mo.yu.ki クジビキ ku.ji.bi.ki ケイシキ ke.:.shi.ki ゲイノウ ge.:.no.:11 ゲンイン ge.N.i.N ケンブツ ke.N.bu.tsu ゲンツキ ge.N.tsu.ki ゴウイン go.:.i.N ケンヤク ke.N.ya.ku ゴチソウ go.chi.so.: ケイヒン ke.:.hi.N ケツダン ke.tsu.da.N ゲンジツ ge.N.ji.tsu ケイベツ ke.:.be.tsu12 コウフク ko.:.fu.ku コツバン ko.tsu.ba.N ゴウトウ go.:.to.: コナイダ ko.na.i.da コメカミ ko.me.ka.mi コンゲツ ko.N.ge.tsu ゲテモノ ge.te.mo.no コクドウ ko.ku.do.: ゴクラク go.ku.ra.ku コイビト ko.i.bi.to13 ザイガク za.i.ga.ku ゴブサタ go.bu.sa.ta コンヨク ko.N.yo.ku サカサマ sa.ka.sa.ma ササヤキ sa.sa.ya.ki サイヨウ sa.i.yo.: コレホド ko.re.ho.do ザツヨウ za.tsu.yo.: コンソメ ko.N.so.me ゴンドラ go.N.do.ra14 サイジツ sa.i.ji.tsu サキユキ sa.ki.yu.ki サキドリ sa.ki.do.ri ザリガニ za.ri.ga.ni シタジキ shi.ta.ji.ki シンソツ shi.N.so.tsu サカズキ sa.ka.zu.ki サンシン sa.N.shi.N サケズキ sa.ke.zu.ki ザツオン za.tsu.o.N15 ジツブツ ji.tsu.bu.tsu ザッソウ za.Q.so.: シモフリ shi.mo.fu.ri ジンザイ ji.N.za.i スライド su.ra.i.do スミコミ su.mi.ko.mi ジツゲン ji.tsu.ge.N シチガツ shi.chi.ga.tsu ジーパン ji.:.pa.N サンケツ sa.N.ke.tsu16 シハライ shi.ha.ra.i ジグザグ ji.gu.za.gu ステレオ su.te.re.o シンサツ shi.N.sa.tsu ゼンガク ze.N.ga.ku セキメン se.ki.me.N シンユウ shi.N.yu.: スポンジ su.po.N.ji シタシミ shi.ta.shi.mi シキベツ shi.ki.be.tsu17 シャブシャブ shya.bu.shya.bu シナカズ shi.na.ka.zu セイフク se.:.fu.ku スジガキ su.ji.ga.ki センヨウ se.N.yo.: ゼンジツ ze.N.ji.tsu スイメン su.i.me.N ゼイニク ze.:.ni.ku スイガイ su.i.ga.i スレスレ su.re.su.re18 スタミナ su.ta.mi.na シュクフク shyu.ku.fu.ku ゼンメツ ze.N.me.tsu セイベツ se.:.be.tsu ゾウゼイ zo.:.ze.: タソガレ ta.so.ga.re セツゾク se.tsu.zo.ku セメント se.me.N.to ズブヌレ zu.bu.nu.re セイヒン se.:.hi.N19 セツリツ se.tsu.ri.tsu ジュンスイ jyu.N.su.i ソウゴウ so.:.go.: ソンシツ so.N.shi.tsu ソトガワ so.to.ga.wa ダツボウ da.tsu.bo.: ゼツボウ ze.tsu.bo.: ゾウキン zo.:.ki.N セツヤク se.tsu.ya.ku ゾウスイ zo.:.su.i20 ソラミミ so.ra.mi.mi スウハイ su.:.ha.i ダイアル da.i.a.ru タカビシャ ta.ka.bi.shya タタカイ ta.ta.ka.i チャンネル chya.N.ne.ru ソノヘン so.no.he.N ソクタツ so.ku.ta.tsu ゼンシン ze.N.shi.N ソクセキ so.ku.se.ki21 タナバタ ta.na.ba.ta ゼイコミ ze.:.ko.mi タコヤキ ta.ko.ya.ki ダンラン da.N.ra.N ダンケツ da.N.ke.tsu ツイホウ tsu.i.ho.: ダイキチ da.i.ki.chi ダイホン da.i.ho.N ソプラノ so.pu.ra.no タケヤブ ta.ke.ya.bu22 ダンタイ da.N.ta.i セイジン se.:.ji.N ツウシン tsu.:.shi.N チャクチャク chya.ku.chya.ku チャンバラ chya.N.ba.ra テイデン te.:.de.N タイシツ ta.i.shi.tsu タテブエ ta.te.bu.e タツジン ta.tsu.ji.N ダメオシ da.me.o.shi23 チョウハツ chyo.:.ha.tsu ソウタイ so.:.ta.i テキセツ te.ki.se.tsu チリガミ chi.ri.ga.mi ツウガク tsu.:.ga.ku トリゴヤ to.ri.go.ya ツリボリ tsu.ri.bo.ri チョクゼン chyo.ku.ze.N ダツモウ da.tsu.mo.: チチオヤ chi.chi.o.ya24 チンタイ chi.N.ta.i ダイヤル da.i.ya.ru デメキン de.me.ki.N ツリカワ tsu.ri.ka.wa デカセギ de.ka.se.gi ドロボウ do.ro.bo.: デンゴン de.N.go.N チンピラ chi.N.pi.ra チャルメラ chya.ru.me.ra ツゲグチ tsu.ge.gu.chi25 ツナガリ tsu.na.ga.ri タダノリ ta.da.no.ri トシゴロ to.shi.go.ro テイサツ te.:.sa.tsu テナント te.na.N.to ナキベソ na.ki.be.so テンメツ te.N.me.tsu ツイトツ tsu.i.to.tsu ツクダニ tsu.ku.da.ni テイネン te.:.ne.N26 デマカセ de.ma.ka.se デンアツ de.N.a.tsu ドロヌマ do.ro.nu.ma ドクリツ do.ku.ri.tsu トモダチ to.mo.da.chi ニクタイ ni.ku.ta.i トウゼン to.:.ze.N テヌグイ te.nu.gu.i デキタテ de.ki.ta.te デンプン de.N.pu.N27 ドクヤク do.ku.ya.ku テンプラ te.N.pu.ra ナイヨウ na.i.yo.: トリケシ to.ri.ke.shi ドラヤキ do.ra.ya.ki ネツレツ ne.tsu.re.tsu ドンブリ do.N.bu.ri ドウブツ do.:.bu.tsu ドタンバ do.ta.N.ba ドクゼツ do.ku.ze.tsu28 トビバコ to.bi.ba.ko トウミン to.:.mi.N ニチボツ ni.chi.bo.tsu ナガグツ na.ga.gu.tsu ナワバリ na.wa.ba.ri ノケモノ no.ke.mo.no ナツモノ na.tsu.mo.no トシシタ to.shi.shi.ta トリハダ to.ri.ha.da トコノマ to.ko.no.ma29 ナツバショ na.tsu.ba.shyo ドクダン do.ku.da.N ノビノビ no.bi.no.bi ニジマス ni.ji.ma.su ネコババ ne.ko.ba.ba ハゲタカ ha.ge.ta.ka ニンジン ni.N.ji.N ナガイス na.ga.i.su ナツバテ na.tsu.ba.te ナガイモ na.ga.i.mo30 ニンニク ni.N.ni.ku ナガソデ na.ga.so.de ハナウタ ha.na.u.ta ヌリタテ nu.ri.ta.te バーテン ba.:.te.N ヒゲヅラ hi.ge.zu.ra ネブソク ne.bu.so.ku ニンシキ ni.N.shi.ki ニクシン ni.ku.shi.N ヌクモリ nu.ku.mo.ri31 ネアガリ ne.a.ga.ri ニセサツ ni.se.sa.tsu ヒトゴト hi.to.go.to ネンガン ne.N.ga.N パノラマ pa.no.ra.ma ビョウヨミ byo.:.yo.mi ノリモノ no.ri.mo.no ヌレギヌ nu.re.gi.nu ネツアイ ne.tsu.a.i ネンキン ne.N.ki.N32 ハダイロ ha.da.i.ro ネタキリ ne.ta.ki.ri ビンセン bi.N.se.N ノウナシ no.:.na.shi ハラペコ ha.ra.pe.ko ピンボケ pi.N.bo.ke バリカン ba.ri.ka.N ノウヒン no.:.hi.N ノウヤク no.:.ya.ku ノドモト no.do.mo.to33 パチンコ pa.chi.N.ko ハジマリ ha.ji.ma.ri フウソク fu.:.so.ku バクダン ba.ku.da.N ヒノマル hi.no.ma.ru ブツゾウ bu.tsu.zo.: ハントシ ha.N.to.shi ババロア ba.ba.ro.a バイリツ ba.i.ri.tsu バライロ ba.ra.i.ro34 バランス ba.ra.N.su バツグン ba.tsu.gu.N プリント pu.ri.N.to ハツマゴ ha.tsu.ma.go フンマツ fu.N.ma.tsu フトコロ fu.to.ko.ro ヒキヌキ hi.ki.nu.ki ハンソデ ha.N.so.de パソコン pa.so.ko.N ハリガネ ha.ri.ga.ne35 ヒキダシ hi.ki.da.shi ヒトガラ hi.to.ga.ra ブレンド bu.re.N.do ビンカン bi.N.ka.N ヘダタリ he.da.ta.ri ヘンソウ he.N.so.: フトモモ fu.to.mo.mo ヒトヅマ hi.to.zu.ma ハバヨセ ha.ba.yo.se ヒトヅテ hi.to.zu.te36 ブランド bu.ra.N.do フタマタ fu.ta.ma.ta ベツメイ be.tsu.me.: ヒンシツ hi.N.shi.tsu ベテラン be.te.ra.N ボウスイ bo.:.su.i プロペラ pu.ro.pe.ra フユフク fu.yu.fu.ku フユモノ fu.yu.mo.no フンドシ fu.N.do.shi37 フリガナ fu.ri.ga.na ヘアピン he.a.pi.N ペンギン pe.N.gi.N フクツウ fu.ku.tsu.: ボケナス bo.ke.na.su ホドホド ho.do.ho.do ブンセキ bu.N.se.ki ブンレツ bu.N.re.tsu ブンメイ bu.N.me.: ブンルイ bu.N.ru.i38 ホウタイ ho.:.ta.i ベランダ be.ra.N.da ヘンピン he.N.pi.N プラチナ pu.ra.chi.na ホンメイ ho.N.me.: マチナミ ma.chi.na.mi ベツベツ be.tsu.be.tsu ホウガク ho.:.ga.ku ヘイボン he.:.bo.N ヘイジツ he.:.ji.tsu39 マンルイ ma.N.ru.i ホラアナ ho.ra.a.na ボウヨミ bo.:.yo.mi マチブセ ma.chi.bu.se マージャン ma.:.jya.N ミチノリ mi.chi.no.ri ホウソク ho.:.so.ku ミギウデ mi.gi.u.de ホヤホヤ ho.ya.ho.ya ホンシツ ho.N.shi.tsu40 ヤマカジ ya.ma.ka.ji ママハハ ma.ma.ha.ha ホロヨイ ho.ro.yo.i ミンカン mi.N.ka.N ミヒラキ mi.hi.ra.ki メツボウ me.tsu.bo.: ボロクソ bo.ro.ku.so ムナモト mu.na.mo.to マボロシ ma.bo.ro.shi マンネリ ma.N.ne.ri41 ユウワク yu.:.wa.ku ミマワリ mi.ma.wa.ri マンプク ma.N.pu.ku ムダアシ mu.da.a.shi メチャメチャ me.chya.me.chya モメゴト mo.me.go.to マルガオ ma.ru.ga.o メチャクチャ me.chya.ku.chya ミチヅレ mi.chi.zu.re ミミヨリ mi.mi.yo.ri42 ヨクネン yo.ku.ne.N モクゲキ mo.ku.ge.ki ミチノク mi.chi.no.ku モチマエ mo.chi.ma.e モノマネ mo.no.ma.ne ヤネウラ ya.ne.u.ra ミトオシ mi.to.o.shi モクテキ mo.ku.te.ki モミアゲ mo.mi.a.ge メンセツ me.N.se.tsu43 ランパク ra.N.pa.ku ヤケザケ ya.ke.za.ke メイモク me.:.mo.ku ヤジウマ ya.ji.u.ma ヤマゴヤ ya.ma.go.ya ユイゴン yu.i.go.N モウヒツ mo.:.hi.tsu ヤスモノ ya.su.mo.no ヤクヒン ya.ku.hi.N モミクチャ mo.mi.ku.chya44 リクジョウ ri.ku.jyo.: ユウハン yu.:.ha.N モクゼン mo.ku.ze.N ユキヤマ yu.ki.ya.ma ユウソウ yu.:.so.: ランボウ ra.N.bo.: ヤスウリ ya.su.u.ri ユウビン yu.:.bi.N ユウザイ yu.:.za.i ヤキマシ ya.ki.ma.shi45 リャクダツ rya.ku.da.tsu ヨクジツ yo.ku.ji.tsu ヤマモリ ya.ma.mo.ri ヨミウリ yo.mi.u.ri ヨセナベ yo.se.na.be リモコン ri.mo.ko.N ユキドケ yu.ki.do.ke ヨリミチ yo.ri.mi.chi ヨビダシ yo.bi.da.shi ユウドク yu.:.do.ku46 レンパイ re.N.pa.i リッタイ ri.Q.ta.i ユウズウ yu.:.zu.: ラクガキ ra.ku.ga.ki ラテンゴ ra.te.N.go レンケツ re.N.ke.tsu ヨコモジ yo.ko.mo.ji リョウワキ ryo.:.wa.ki レンアイ re.N.a.i ヨロコビ yo.ro.ko.bi47 ワタクシ wa.ta.ku.shi ワカサギ wa.ka.sa.gi ヨソモノ yo.so.mo.no ワザワイ wa.za.wa.i レンソウ re.N.so.: ロクオン ro.ku.o.N レンジツ re.N.ji.tsu レンコン re.N.ko.N ワルノリ wa.ru.no.ri レイコク re.:.ko.ku48 カシパン ka.shi.pa.N ブタニク bu.ta.ni.ku レイフク re.:.fu.ku ウタタネ u.ta.ta.ne ワンパク wa.N.pa.ku ワカゾウ wa.ka.zo.: ロウドウ ro.:.do.: ワルモノ wa.ru.mo.no テガルサ te.ga.ru.sa ロウジン ro.:.ji.N49 クスリヤ ku.su.ri.ya ツワモノ tsu.wa.mo.no ロウドク ro.:.do.ku シャカイカ shya.ka.i.ka ザーサイ za.:.sa.i ヨクトシ yo.ku.to.shi ワキヤク wa.ki.ya.ku マジメサ ma.ji.me.sa ヒダリテ hi.da.ri.te ワカモノ wa.ka.mo.no50 ミジンコ mi.ji.N.ko イダイサ i.da.i.sa ワレモノ wa.re.mo.no ルスバン ru.su.ba.N ゴマダレ go.ma.da.re ソボクサ so.bo.ku.sa ゴブゴブ go.bu.go.bu リレキショ ri.re.ki.shyo ラクゴカ ra.ku.go.ka ニホンゴ ni.ho.N.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 アオジソ a.o.ji.so アツヤキ a.tsu.ya.ki アナログ a.na.ro.gu アサブロ a.sa.bu.ro アジツケ a.ji.tsu.ke アテサキ a.te.sa.ki アドリブ a.do.ri.bu アマザケ a.ma.za.ke アベコベ a.be.ko.be アラスジ a.ra.su.ji2 イキギレ i.ki.gi.re イリグチ i.ri.gu.chi イベント i.be.N.to イラダチ i.ra.da.chi イチニチ i.chi.ni.chi イイブン i.:.bu.N イザカヤ i.za.ka.ya イタズラ i.ta.zu.ra インサツ i.N.sa.tsu イレズミ i.re.zu.mi3 ウワノセ u.wa.no.se ウンパン u.N.pa.N ウメボシ u.me.bo.shi ウラグチ u.ra.gu.chi ウヤムヤ u.ya.mu.ya ウリモノ u.ri.mo.no ウワゴト u.wa.go.to ウタガイ u.ta.ga.i ウラガワ u.ra.ga.wa ウナドン u.na.do.N4 オオヨソ o.:.yo.so オアズケ o.a.zu.ke オオヨウ o.:.yo.: エンガワ e.N.ga.wa オツトメ o.tsu.to.me エンスト e.N.su.to オフクロ o.fu.ku.ro オダワラ o.da.wa.ra オヤバカ o.ya.ba.ka エキベン e.ki.be.N5 ガクブチ ga.ku.bu.chi ガムシャラ ga.mu.shya.ra ガイハク ga.i.ha.ku オカルト o.ka.ru.to ガクワリ ga.ku.wa.ri オトウト o.to.:.to カオパス ka.o.pa.su カンザシ ka.N.za.shi ガイジン ga.i.ji.N オヒサマ o.hi.sa.ma6 カタミチ ka.ta.mi.chi カワグツ ka.wa.gu.tsu カステラ ka.su.te.ra カラアゲ ka.ra.a.ge カミガタ ka.mi.ga.ta カラッポ ka.ra.Q.po ガクセイ ga.ku.se.: ガンタン ga.N.ta.N カザカミ ka.za.ka.mi ガッペイ ga.Q.pe.:7 キキトリ ki.ki.to.ri キヤスメ ki.ya.su.me キョウユウ kyo.:.yu.: ガラクタ ga.ra.ku.ta キュウキョク kyu.:.kyo.ku キュウシュツ kyu.:.shyu.tsu ギンコウ gi.N.ko.: キズアト ki.zu.a.to キミガヨ ki.mi.ga.yo キズモノ ki.zu.mo.no8 クチベニ ku.chi.be.ni キュウギョウ kyu.:.gyo.: キレナガ ki.re.na.ga キャッカン kya.Q.ka.N ギリギリ gi.ri.gi.ri ギュウニク gyu.:.ni.ku キンパツ ki.N.pa.tsu ギャクテン gya.ku.te.N キャクセキ kya.ku.se.ki クギヅケ ku.gi.zu.ke9 ゲツマツ ge.tsu.ma.tsu キョウフウ kyo.:.fu.: クチドメ ku.chi.do.me キョウハン kyo.:.ha.N キンピカ ki.N.pi.ka キリスト ki.ri.su.to クチダシ ku.chi.da.shi グランド gu.ra.N.do クシザシ ku.shi.za.shi グレード gu.re.:.do10 ケンキュウ ke.N.kyu.: ギンイロ gi.N.i.ro ゲンジョウ ge.N.jyo.: キンイツ ki.N.i.tsu クチヒゲ ku.chi.hi.ge クチヅケ ku.chi.zu.ke グラタン gu.ra.ta.N クワガタ ku.wa.ga.ta ゲキダン ge.ki.da.N ゲキトツ ge.ki.to.tsu11 コトワザ ko.to.wa.za クビスジ ku.bi.su.ji ケンセツ ke.N.se.tsu クラヤミ ku.ra.ya.mi ケイサン ke.:.sa.N ケンチク ke.N.chi.ku ケンリツ ke.N.ri.tsu ケイヤク ke.:.ya.ku ケツマツ ke.tsu.ma.tsu ケシゴム ke.shi.go.mu12 サキホド sa.ki.ho.do ケツロン ke.tsu.ro.N ゴキゲン go.ki.ge.N グンシュウ gu.N.shyu.: コウズイ ko.:.zu.i ゲンブツ ge.N.bu.tsu ゴタゴタ go.ta.go.ta ゲレンデ ge.re.N.de ゴチャマゼ go.chya.ma.ze コウネツ ko.:.ne.tsu13 ザルソバ za.ru.so.ba コクジン ko.ku.ji.N コクフク ko.ku.fu.ku コシアン ko.shi.a.N ザイシツ za.i.shi.tsu コウフン ko.:.fu.N コメント ko.me.N.to コノママ ko.no.ma.ma コンダテ ko.N.da.te ゴキブリ go.ki.bu.ri14 シャミセン shya.mi.se.N ザイニチ za.i.ni.chi サトイモ sa.to.i.mo サイハツ sa.i.ha.tsu シナリオ shi.na.ri.o ジツイン ji.tsu.i.N ザンコク za.N.ko.ku サカダチ sa.ka.da.chi サイワイ sa.i.wa.i ザイモク za.i.mo.ku15 シワヨセ shi.wa.yo.se サクヒン sa.ku.hi.N ジツメイ ji.tsu.me.: ザツガク za.tsu.ga.ku ショクニン shyo.ku.ni.N シモヤケ shi.mo.ya.ke シタマチ shi.ta.ma.chi ジャガイモ jya.ga.i.mo ザツダン za.tsu.da.N サボテン sa.bo.te.N16 スドオリ su.do.:.ri ジャジャウマ jya.jya.u.ma ジョギング jyo.gi.N.gu シアワセ shi.a.wa.se ジンカク ji.N.ka.ku シュクメイ shyu.ku.me.: ジツヨウ ji.tsu.yo.: シンガタ shi.N.ga.ta シナギレ shi.na.gi.re シナモノ shi.na.mo.no17 セキニン se.ki.ni.N ジョウハツ jyo.:.ha.tsu ショクヒン shyo.ku.hi.N ジツザイ ji.tsu.za.i スイハン su.i.ha.N ショウエネ shyo.:.e.ne スイドウ su.i.do.: ジンミャク ji.N.mya.ku ジンメイ ji.N.me.: ジュウゴヤ jyu.:.go.ya18 ゼラチン ze.ra.chi.N ショクザイ shyo.ku.za.i シンチク shi.N.chi.ku シュウダン shyu.:.da.N セイジツ se.:.ji.tsu ズッコケ zu.Q.ko.ke ゼイキン ze.:.ki.N スキヤキ su.ki.ya.ki スタジオ su.ta.ji.o シュッシン shyu.Q.shi.N19 ソロバン so.ro.ba.N シワクチャ shi.wa.ku.chya スゴロク su.go.ro.ku ジュクスイ jyu.ku.su.i ゼンハン ze.N.ha.N スペード su.pe.:.do セツブン se.tsu.bu.N ソウナン so.:.na.N セイネン se.:.ne.N スイミン su.i.mi.N20 タダモノ ta.da.mo.no スピード su.pi.:.do セトモノ se.to.mo.no ショッパナ shyo.Q.pa.na ソライロ so.ra.i.ro セキドウ se.ki.do.: ソノママ so.no.ma.ma ダビング da.bi.N.gu ゼンソク ze.N.so.ku センギリ se.N.gi.ri21 ダテマキ da.te.ma.ki センジツ se.N.ji.tsu ソレホド so.re.ho.do スナハマ su.na.ha.ma ダイブツ da.i.bu.tsu ゼツメツ ze.tsu.me.tsu ダツゼイ da.tsu.ze.: チャクセキ chya.ku.se.ki ソレダケ so.re.da.ke ソウダン so.:.da.N22 チンモク chi.N.mo.ku ダツラク da.tsu.ra.ku タイダン ta.i.da.N ダイナシ da.i.na.shi タビサキ ta.bi.sa.ki ソクジツ so.ku.ji.tsu タベゴロ ta.be.go.ro ツブツブ tsu.bu.tsu.bu ダイフク da.i.fu.ku タチヨミ ta.chi.yo.mi23 ツカノマ tsu.ka.no.ma タビビト ta.bi.bi.to チョクシン chyo.ku.shi.N タツマキ ta.tsu.ma.ki チョウカン chyo.:.ka.N チュウトロ chyu.:.to.ro ツリバリ tsu.ri.ba.ri テイイン te.:.i.N タンマツ ta.N.ma.tsu ダンカイ da.N.ka.i24 デンセツ de.N.se.tsu チャクショク chya.ku.shyo.ku チンボツ chi.N.bo.tsu チャクリク chya.ku.ri.ku チンアゲ chi.N.a.ge チョクゲキ chyo.ku.ge.ki テリヤキ te.ri.ya.ki ドシャブリ do.shya.bu.ri チャクジツ chya.ku.ji.tsu チュウジュン chyu.:.jyu.N25 テンテキ te.N.te.ki チョンマゲ chyo.N.ma.ge ツケモノ tsu.ke.mo.no チュウジツ chyu.:.ji.tsu トビキリ to.bi.ki.ri ツキユビ tsu.ki.yu.bi トクダネ to.ku.da.ne ナニサマ na.ni.sa.ma ツウキン tsu.:.ki.N ツリイト tsu.ri.i.to26 ドクガス do.ku.ga.su ツリバシ tsu.ri.ba.shi テツボウ te.tsu.bo.: チョクバイ chyo.ku.ba.i ドラネコ do.ra.ne.ko テツジン te.tsu.ji.N ナゾナゾ na.zo.na.zo ネンマツ ne.N.ma.tsu デタラメ de.ta.ra.me テツドウ te.tsu.do.:27 トツゲキ to.tsu.ge.ki テキトウ te.ki.to.: デンキュウ de.N.kyu.: ツユアケ tsu.yu.a.ke ナグサメ na.gu.sa.me トモグイ to.mo.gu.i ニイヅマ ni.:.zu.ma バクハツ ba.ku.ha.tsu テンキン te.N.ki.N ドクシン do.ku.shi.N28 ナゲヤリ na.ge.ya.ri ドサクサ do.sa.ku.sa ドウヨウ do.:.yo.: テーブル te.:.bu.ru ニクシミ ni.ku.shi.mi ドリブル do.ri.bu.ru バイテン ba.i.te.N ハナマル ha.na.ma.ru トノサマ to.no.sa.ma ナガネン na.ga.ne.N29 ニンシン ni.N.shi.N トビイリ to.bi.i.ri トンネル to.N.ne.ru トッシン to.Q.shi.N バイパス ba.i.pa.su ニュウヨク nyu.:.yo.ku ハハオヤ ha.ha.o.ya ヒキガネ hi.ki.ga.ne ドラフト do.ra.fu.to ニワトリ ni.wa.to.ri30 ネサガリ ne.sa.ga.ri ナツフク na.tsu.fu.ku ナキゴト na.ki.go.to ドロンコ do.ro.N.ko ハツユメ ha.tsu.yu.me ヌケミチ nu.ke.mi.chi ヒキニゲ hi.ki.ni.ge ブツダン bu.tsu.da.N ナカナカ na.ka.na.ka ネガエリ ne.ga.e.ri31 バクゼン ba.ku.ze.N ニクマン ni.ku.ma.N ニセモノ ni.se.mo.no ナカニワ na.ka.ni.wa ヒマジン hi.ma.ji.N ノウミン no.:.mi.N ピストル pi.su.to.ru フデバコ fu.de.ba.ko ニワサキ ni.wa.sa.ki ハキモノ ha.ki.mo.no32 ハツユキ ha.tsu.yu.ki バクチク ba.ku.chi.ku ネゴコチ ne.go.ko.chi ニクガン ni.ku.ga.N ヒョウハク hyo.:.ha.ku ヒルメシ hi.ru.me.shi フリソデ fu.ri.so.de ヘイタイ he.:.ta.i ヌカミソ nu.ka.mi.so バンメシ ba.N.me.shi33 ヒトゴミ hi.to.go.mi ハナミズ ha.na.mi.zu ノウリツ no.:.ri.tsu バウンド ba.u.N.do プライド pu.ra.i.do ブロンド bu.ro.N.do ヘンシン he.N.shi.N ペリカン pe.ri.ka.N ネンカン ne.N.ka.N ヒツヨウ hi.tsu.yo.:34 フルホン fu.ru.ho.N ビーダマ bi.:.da.ma ハツネツ ha.tsu.ne.tsu ハタラキ ha.ta.ra.ki フリダシ fu.ri.da.shi ヘンジン he.N.ji.N ボウハン bo.:.ha.N マサユメ ma.sa.yu.me ノリカエ no.ri.ka.e ビフテキ bi.fu.te.ki35 プレハブ pu.re.ha.bu ヒキワケ hi.ki.wa.ke ビショヌレ bi.shyo.nu.re ヒシガタ hi.shi.ga.ta ブンカツ bu.N.ka.tsu ホクベイ ho.ku.be.: ホンモノ ho.N.mo.no ミガワリ mi.ga.wa.ri ハダアレ ha.da.a.re フウリン fu.:.ri.N36 ベツジン be.tsu.ji.N ヒョウサツ hyo.:.sa.tsu ヒトジチ hi.to.ji.chi ビョウシュツ byo.:.shyu.tsu ヘナチョコ he.na.chyo.ko ボッシュウ bo.Q.shyu.: ムネヤケ mu.ne.ya.ke ミャクハク mya.ku.ha.ku パリパリ pa.ri.pa.ri ブツブツ bu.tsu.bu.tsu37 ボウダイ bo.:.da.i ピラニア pi.ra.ni.a フウセン fu.:.se.N ヒョウバン hyo.:.ba.N ポロシャツ po.ro.shya.tsu マエムキ ma.e.mu.ki メイアン me.:.a.N ムチャクチャ mu.chya.ku.chya バングミ ba.N.gu.mi マエガリ ma.e.ga.ri38 ホンバン ho.N.ba.N フナヨイ fu.na.yo.i ブツメツ bu.tsu.me.tsu フカヅメ fu.ka.zu.me マニキュア ma.ni.kyu.a ミドコロ mi.do.ko.ro モチゴメ mo.chi.go.me ヤブイシャ ya.bu.i.shya ヒガワリ hi.ga.wa.ri ミチクサ mi.chi.ku.sa39 マイナス ma.i.na.su ブンカイ bu.N.ka.i ヘソクリ he.so.ku.ri プレート pu.re.:.to ミズワリ mi.zu.wa.ri メートル me.:.to.ru ヤマイモ ya.ma.i.mo ユウダイ yu.:.da.i フタタビ fu.ta.ta.bi メンエキ me.N.e.ki40 ミオボエ mi.o.bo.e マンイン ma.N.i.N ホクリク ho.ku.ri.ku ブンツウ bu.N.tsu.: モクモク mo.ku.mo.ku モチニゲ mo.chi.ni.ge ユウメシ yu.:.me.shi ヨウナシ yo.:.na.shi ヘンカン he.N.ka.N モリソバ mo.ri.so.ba41 メイモン me.:.mo.N ムナイタ mu.na.i.ta ポンコツ po.N.ko.tsu マナザシ ma.na.za.shi ヤキブタ ya.ki.bu.ta ユウグレ yu.:.gu.re ヨセガキ yo.se.ga.ki ライニチ ra.i.ni.chi ホウリツ ho.:.ri.tsu ヤキソバ ya.ki.so.ba42 モトモト mo.to.mo.to ヤリナゲ ya.ri.na.ge マスコミ ma.su.ko.mi ミズタマ mi.zu.ta.ma ユウジン yu.:.ji.N ヨビステ yo.bi.su.te ライネン ra.i.ne.N ロクガツ ro.ku.ga.tsu マンキツ ma.N.ki.tsu ユデダコ yu.de.da.ko43 ヤキモノ ya.ki.mo.no ユウガタ yu.:.ga.ta ミズイロ mi.zu.i.ro ムダグチ mu.da.gu.chi ヨコガキ yo.ko.ga.ki リットル ri.Q.to.ru レンゾク re.N.zo.ku ワープロ wa.:.pu.ro ミチバタ mi.chi.ba.ta ヨウフク yo.:.fu.ku44 ユリカゴ yu.ri.ka.go ヨリドリ yo.ri.do.ri モクゾウ mo.ku.zo.: ヤマビコ ya.ma.bi.ko ラクタン ra.ku.ta.N リュウネン ryu.:.ne.N ワレワレ wa.re.wa.re ゴマアエ go.ma.a.e モモイロ mo.mo.i.ro リュウツウ ryu.:.tsu.:45 ヨコドリ yo.ko.do.ri ライキャク ra.i.kya.ku ヤミツキ ya.mi.tsu.ki ユウダチ yu.:.da.chi リョウガワ ryo.:.ga.wa レンキュウ re.N.kyu.: サケグセ sa.ke.gu.se シャシンヤ shya.shi.N.ya ヤスラギ ya.su.ra.gi レッテル re.Q.te.ru46 ライテン ra.i.te.N リョウウデ ryo.:.u.de ユイノウ yu.i.no.: ヨコガオ yo.ko.ga.o ワリマシ wa.ri.ma.shi ゴウリカ go.:.ri.ka ドクヘビ do.ku.he.bi セイジカ se.:.ji.ka ユウヤケ yu.:.ya.ke ワリコミ wa.ri.ko.mi47 レイボウ re.:.bo.: ワリカン wa.ri.ka.N ヨコヅナ yo.ko.zu.na ライヒン ra.i.hi.N ツリビト tsu.ri.bi.to ジュウジカ jyu.:.ji.ka チカテツ chi.ka.te.tsu タマリバ ta.ma.ri.ba ヨウフウ yo.:.fu.: トリニク to.ri.ni.ku48 ロウガン ro.:.ga.N ジチタイ ji.chi.ta.i レイトウ re.:.to.: リキサク ri.ki.sa.ku キョダイサ kyo.da.i.sa ニホンシュ ni.ho.N.shyu ノゾキミ no.zo.ki.mi トチガラ to.chi.ga.ra ランオウ ra.N.o.: カミワザ ka.mi.wa.za49 ワルヨイ wa.ru.yo.i シャシンカ shya.shi.N.ka ロンブン ro.N.bu.N リューマチ ryu.:.ma.chi サンビカ sa.N.bi.ka ハシュツジョ ha.shyu.tsu.jyo マヌケサ ma.nu.ke.sa ニマイメ ni.ma.i.me レイガイ re.:.ga.i ジカヨウ ji.ka.yo.:50 ゴマシオ go.ma.shi.o ミガルサ mi.ga.ru.sa ワキバラ wa.ki.ba.ra ワリバシ wa.ri.ba.shi ジョシダイ jyo.shi.da.i フシギサ fu.shi.gi.sa ミヂカサ mi.ji.ka.sa ホケンジョ ho.ke.N.jyo ワリビキ wa.ri.bi.ki チエノワ chi.e.no.wa
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