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ｱｰｸﾛ  073 あばた 

ｱｰｺｲ  042 踵 

ｱｲｼﾞ  048 親類 

ｱｲﾎﾞｳ  040 仲良し 

ｱｲﾎﾞｰ  040 仲良し 

ｱｲﾔﾝ  059 長男 

ｱｵｲ  042 踵 

ｱｵﾊﾞﾀ  050 空豆 

ｱｵﾝﾃﾞｰｼ  006 縞蛇 

ｱｶｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｱｶｶﾞｴﾙ  004 蛙 

ｱｶｹﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ｱｶﾄﾝﾌﾞ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾄﾝﾌﾟ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾄﾞﾝﾌﾞ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾄﾞﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾈ  062 赤とんぼ 

ｱｶﾉﾏﾝﾏ  057 彼岸花 

ｱｶﾌﾞｷ  098 肺臓 

ｱｶﾌﾞﾂ  098 肺臓 

ｱｶﾓﾂ  098 肺臓 

ｱｶﾞﾘｸﾁ  069 土間 

ｱｶﾞﾘｸﾞﾁ  069 土間 

ｱｶﾘﾄﾘ  013 瞳 

ｱｶﾞﾘﾊﾅ  069 土間 

ｱｷｽﾞ  062 赤とんぼ 

ｱｷﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｱｷﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｱｷﾊﾚ  062 赤とんぼ 

ｱｷﾑｼ  063 コオロギ 

ｱｸｲ  042 踵 

ｱｸｽｲｶﾞﾃﾞﾙ  039 崩れる 

ｱｸﾂ  042 踵 

ｱｸﾄ  042 踵 

ｱｺ  042 踵 

ｱｺｲ  042 踵 

ｱｺｴ  042 踵 

ｱｺｹﾞ  042 踵 

ｱｺﾀ  042 踵 

ｱｺﾂ  042 踵 

ｱｻﾞ  016 黒子 

ｱｻﾞ  073 あばた 

ｱｼｶﾞｷ  019 片足飛 

ｱｼﾉｱｺﾞ  042 踵 

ｱｼﾉｺ  042 踵 

ｱｼｮﾛﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｱｿﾋﾞｽﾞﾚ  040 仲良し 

ｱﾀﾞ  016 黒子 

ｱﾀﾞ  073 あばた 

ｱﾀﾀｶｲ  101 暖かい 

ｱﾀｯｶｲ  101 暖かい 

ｱﾀﾏﾃﾝﾃﾝ  018 肩車 

ｱﾀﾘ  026 すり鉢 

ｱﾀﾘｷ  027 すり棒 

ｱﾀﾘｷﾞ  027 すり棒 

ｱﾀﾘﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ｱﾀﾘﾎﾞ  027 すり棒 

ｱﾀﾘﾎﾞｰ  027 すり棒 

ｱﾂｲ  101 暖かい 

ｱｯｸｲ  042 踵 

ｱﾂｸﾅﾙ  101 暖かい 

ｱｯｸﾋﾞ  042 踵 

ｱｯｺｲ  042 踵 

ｱｯｺｴ  042 踵 

ｱｯﾀｶ  101 暖かい 

ｱｯﾀｶｲ  101 暖かい 

ｱｯﾀｹｰ  101 暖かい 

ｱﾂﾎﾞｯﾀｲ  101 暖かい 

ｱｯﾎﾟｯﾀｲ  101 暖かい 

ｱｯﾎﾟｯﾁｲ  101 暖かい 

ｱﾄ  073 あばた 

ｱﾄｶﾀ  042 踵 

ｱﾄﾂｷﾞ  059 長男 

ｱﾄﾄﾘ  059 長男 

ｱﾄﾄﾘﾑｽｺ  059 長男 

ｱﾆ  059 長男 

ｱﾆｲ  059 長男 
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ｱﾆｰ  033 婿養子 

ｱﾆｰ  059 長男 

ｱﾆｷ  059 長男 

ｱﾆｻﾝ  059 長男 

ｱﾊﾞﾀ  073 あばた 

ｱﾊﾞﾘﾊﾅ  070 台所 

ｱﾌﾞﾁｬﾝ  015 涎掛(小) 

ｱﾌﾞﾗﾁｬﾝ  015 涎掛(小) 

ｱﾌﾞﾗﾎﾞﾛ  074 にきび 

ｱﾎﾞﾀ  073 あばた 

ｱﾎﾞﾁ  073 あばた 

ｱﾎﾞﾁｬﾝ  015 涎掛(小) 

ｱﾏｴｯｺ  061 末の子 

ｱﾏｷﾞｬｰﾙ  004 蛙 

ｱﾏｺｰﾘ  022 つらら 

ｱﾏｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ｱﾏｼ  051 食べ残し 

ｱﾏﾀﾞﾚ  022 つらら 

ｱﾏﾀﾞﾚｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ｱﾏﾀﾞﾚｺｰﾘﾝ  022 つらら 

ｱﾏﾀﾞﾚﾉｺｰﾘ  022 つらら 

ｱﾏｯｺ  003 御玉杓子 

ｱﾏﾄﾞｰ  022 つらら 

ｱﾏﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ｱﾏﾘ  051 食べ残し 

ｱﾏﾘﾒｼ  051 食べ残し 

ｱﾏﾝﾀﾞﾚ  022 つらら 

ｱﾏﾝﾀﾞﾚｺｰ  022 つらら 

ｱﾏﾝﾎﾞ  022 つらら 

ｱﾏﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ｱﾏﾝﾎﾞｰﾛ  022 つらら 

ｱﾏﾝﾎﾞﾚ  022 つらら 

ｱﾏﾝﾎﾞﾛ  022 つらら 

ｱﾏﾝﾎﾞﾛﾝ  022 つらら 

ｱﾒｰｯｺ  061 末の子 

ｱﾒﾝﾊﾞ  022 つらら 

ｱﾒﾝﾎﾞ  022 つらら 

ｱﾒﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ｱﾒﾝﾎﾞｰ  061 末の子 

ｱﾒﾝﾎﾞﾛ  022 つらら 

ｱﾔ  075 もつれる 

ｱﾔﾆｽﾙ  075 もつれる 

ｱﾔﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｱﾔﾝﾅﾙ  075 もつれる 

ｱﾘｸ  020 する(片足) 

ｱﾘｯｶｰﾈｰ  089 あるまい 

ｱﾘｯｶﾈｰ  089 あるまい 

ｱﾘｯｺﾈｰ  089 あるまい 

ｱﾘｯｺﾈｰｼﾞｬﾝ  089 あるまい 

ｱﾘｯｺﾈｰﾗﾖ  089 あるまい 

ｱﾘｯｺﾈｰﾜ  089 あるまい 

ｱﾘﾏｾﾝﾖ  089 あるまい 

ｱﾘﾒｰ  089 あるまい 

ｱﾘﾒｰﾗ  089 あるまい 

ｱﾘｬｼﾒｰ  089 あるまい 

ｱﾘﾖｰﾈｰ  089 あるまい 

ｱﾘﾖﾈｰ  089 あるまい 

ｱﾘﾖﾈｰﾜ  089 あるまい 

ｱﾙｶｲ  089 あるまい 

ｱﾙｸ  020 する(片足) 

ｱﾙﾆｬｰ  089 あるまい 

ｱﾙﾏｲ  089 あるまい 

ｱﾙﾏｲﾅ  089 あるまい 

ｱﾙﾏｲﾖ  089 あるまい 

ｱﾙﾏｲﾗ  089 あるまい 

ｱﾙﾐｬｰ  089 あるまい 

ｱﾙﾐｬｰﾖ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰﾅｰ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰﾆ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰﾔﾚ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰﾖ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰﾗ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰﾗﾅｰ  089 あるまい 

ｱﾙﾒｰﾗﾔﾚ  089 あるまい 

ｱﾙﾓﾝｼﾞｬﾈｰ  089 あるまい 

ｱﾚｰﾏｼﾊﾞ  070 台所 

ｱﾚﾙ  039 崩れる 

ｱﾜﾀ  073 あばた 

ｱﾜﾝﾌﾞｸ  014 涎 

ｱﾝﾁｬﾝ  059 長男 

ｱﾝﾍﾞｰｶ  089 あるまい 

ｱﾝﾏﾉﾀﾞｲﾄﾞｺ  073 あばた 

ｱﾝﾐｬｰ  089 あるまい 

ｱﾝﾐｬｰﾖ  089 あるまい 

ｱﾝﾒｰ  089 あるまい 

ｱﾝﾒｰﾅｰ  089 あるまい 

ｱﾝﾒｬｰ  089 あるまい 

ｱﾝﾔﾝ  059 長男 

ｲｱｶｽｶ  0931 行こう(意志) 

ｲｱｶｽｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｰｵﾂﾚ  040 仲良し 

ｲｲｵﾄﾓﾀﾞﾁ  040 仲良し 

ｲｲｺ  040 仲良し 

ｲｲｼﾀｸｵｽﾙ  078 お化粧する 

ｲｲﾂﾚ  040 仲良し 

ｲｰﾂﾚ  040 仲良し 

ｲｰﾄﾓﾀﾞﾁ  040 仲良し 

ｲｲﾅｶ  040 仲良し 

ｲｰﾅｶ  040 仲良し 
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ｲｴｶﾞﾗ  047 血統 

ｲｴｼｮｲ  001 蝸牛 

ｲｴｽｼﾞ  047 血統 

ｲｪﾍﾞ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｲ  065 大きい 

ｲｶｲｱﾆｲ  059 長男 

ｲｶｲｺ  059 長男 

ｲｶｻﾞ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｻﾞｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｻﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｻﾞｰﾅｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｻﾞｰﾔｲ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｻﾞｰﾔﾚ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｻﾞｰﾖ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｻﾞﾔｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｻﾞﾔｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｼﾞｬｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｼﾞｬｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｽ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｽﾞ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞｲ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｽﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽｶ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｽｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞｶﾅ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｽｶﾅｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｽﾞﾅｰﾖ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾆ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾆｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾈｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｽﾞﾓ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾓﾉ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾓﾉｵ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾓﾉｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾖ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾖｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｽﾞﾖﾅｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾀﾞ  072 寝小便 

ｲｶﾀﾞｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶﾀﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾀﾞｰﾔﾚ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾀﾞﾆﾉｯﾀ  072 寝小便 

ｲｶﾀﾞﾔﾚ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾀﾞﾖ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｯ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｯｶ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｯｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｯｶｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｯｶﾅ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｯｶﾅｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｯｶﾅｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｯｶﾆ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｯｶﾈ  0931 行こう(意志) 

ｲｶｯｶﾈ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾔｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝ  086 駄目だ 

ｲｶﾝ  0931 行こう(意志) 

ｲｶﾝｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｶｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｶｲ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｶｴ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｶｴｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｶﾈｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｶﾔｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｹ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾝｹｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｷ  017 竹馬 

ｲｷ  025 湯気 

ｲｷﾞ  025 湯気 

ｲｷｰｼｮｰｶﾈｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｷﾃｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｷﾏｼｮｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｷﾔｼｮ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｷﾔｼｮｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｷﾜﾘﾏﾒ  050 空豆 

ｲｷﾜﾚﾏﾒ  050 空豆 

ｲｸｶ  0931 行こう(意志) 

ｲｸｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｶｲ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｶｴ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｶﾅｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｸｹ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｹｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｼﾞｬﾅｲｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｼﾞｬﾈｰｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｼﾞｬﾝｹ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸｿﾞ  0931 行こう(意志) 

ｲｸﾀﾞﾖ  0931 行こう(意志) 

ｲｸﾍﾞｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｸﾍﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸﾞﾍﾞｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｸﾞﾍﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸﾍﾞｰﾖｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｸﾍﾞｰﾖｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸﾍﾞｬｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｸﾍﾞｬｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｸﾖｰ  0931 行こう(意志) 
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ｲｸﾞﾙ  077 化膿する 

ｲｹﾞ  025 湯気 

ｲｹｰ  065 大きい 

ｲｹﾏｾﾝ  086 駄目だ 

ｲｺｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｺｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｺｰｼﾞｬﾅｲｶ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｺｰﾖ  0931 行こう(意志) 

ｲｺｰﾖ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｺｰﾖｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｺｰﾖｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｼ  056 げんこつ 

ｲｼｽﾞｴ  068 土台石 

ｲｼﾊﾞﾝｼｬﾃｰ  061 末の子 

ｲｼﾞﾏﾒ  080 落花生 

ｲｼﾜﾚﾏﾒ  050 空豆 

ｲｼﾞﾝﾏﾒ  080 落花生 

ｲｾｷ  033 婿養子 

ｲｾｷ  059 長男 

ｲｾｷ  060 次男 

ｲｾｷﾔﾛｰ  033 婿養子 

ｲｾｷﾔﾛｰ  060 次男 

ｲｿｰﾛｰ  033 婿養子 

ｲﾀﾉﾏ  070 台所 

ｲﾀﾞﾚ  014 涎 

ｲﾀﾞﾚｶｹ  015 涎掛(小) 

ｲﾁｺﾞ  019 片足飛 

ｲﾁｺﾞｯｶｹ  019 片足飛 

ｲﾁｺﾞｯｺ  019 片足飛 

ｲﾁｽﾞﾚ  040 仲良し 

ｲﾁｿﾞｸ  048 親類 

ｲﾁﾅｶ  040 仲良し 

ｲﾁﾊﾞﾝｱﾆｲ  059 長男 

ｲﾁﾏｷ  048 親類 

ｲﾁﾏﾁ  048 親類 

ｲﾁﾙｲ  048 親類 

ｲｯｶ  048 親類 

ｲｯｶｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｯｶｲ  065 大きい 

ｲｯｹ  048 親類 

ｲｯｼｮ  040 仲良し 

ｲｯｿｸﾄﾋﾞ  019 片足飛 

ｲｯﾁｬ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｯﾁｬｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｯﾁｮﾅｶ  040 仲良し 

ｲﾂﾂﾑｹ  045 里帰り 

ｲﾂﾂﾑｹｰ  045 里帰り 

ｲﾂﾂﾒ  045 里帰り 

ｲｯﾃｷｯｶ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾃｸﾗｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾃｺｻﾞｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾃｺｻﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｯﾃｺｻﾞﾔﾚ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｯﾃｺｽ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾃｺｽﾞ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾃｺｽﾞﾆｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾃｺﾀﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲｯﾃｺｯｶﾅｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾃﾐﾀﾞｰ  0931 行こう(意志) 

ｲｯﾄｰ  048 親類 

ｲｯﾎﾟﾝｱｼ  019 片足飛 

ｲﾄｸｽﾞﾝﾅﾙ  075 もつれる 

ｲﾉｺ  063 コオロギ 

ｲﾋﾞｽｽｷ  037 ひょうそ 

ｲﾋﾞｽｽｷﾞ  037 ひょうそ 

ｲﾋﾞｽﾞｽｷ  037 ひょうそ 

ｲﾋﾞﾀﾘ  072 寝小便 

ｲﾋﾞﾀﾚ  072 寝小便 

ｲﾋﾞｯﾀﾘ  072 寝小便 

ｲﾋﾞﾙﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ｲﾍﾞ  0932 行こう(勧誘) 

ｲﾍﾞｽｽｷ  037 ひょうそ 

ｲﾍﾞｯｼｬｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｲﾎﾞ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞ  077 化膿する 

ｲﾎﾞｱｻﾞ  073 あばた 

ｲﾎﾞｳ  077 化膿する 

ｲﾎﾞｰ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｰ  077 化膿する 

ｲﾎﾞｰﾄｰ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｶﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｶﾜｽﾞ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｶﾞﾜｽﾞ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｷﾞｬｰﾙ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｹﾞｰﾗ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｹﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｹﾞｰﾛ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｺﾞｯﾀｰﾗ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｺﾞｯﾄﾗ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｺﾞﾄ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｺﾞﾄｰ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞﾀ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞﾀ  073 あばた 

ｲﾎﾞﾀｶﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞｯﾁｮ  073 あばた 

ｲﾎﾞｯﾃ  077 化膿する 

ｲﾎﾞﾋｷ  005 蟇蛙 

ｲﾎﾞﾙ  077 化膿する 

ｲﾏｲｼ  068 土台石 
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ｲﾏｲｯｺ  061 末の子 

ｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｲﾓﾘ  003 御玉杓子 

ｲﾗｻﾝｺ  021 鬼ごっこ 

ｲﾘｸﾁ  069 土間 

ｲﾘｸﾁ  071 入口 

ｲﾘｸﾞﾁ  071 入口 

ｲﾘﾑｺ  033 婿養子 

ｲﾛﾆｷﾋﾞ  074 にきび 

ｲﾝﾒｰ  096 狭い 

ｳｲｺﾞ  059 長男 

ｳｴﾉｱﾝﾁｬﾝ  059 長男 

ｳｴﾙ  009 据える 

ｳｷ  003 御玉杓子 

ｳｷｽ  046 目高 

ｳｷｽｯｺ  046 目高 

ｳｷﾆﾜ  069 土間 

ｳｷﾝﾎﾞ  046 目高 

ｳｼﾞｽｼﾞｮｰ  047 血統 

ｳｼｯﾋﾟﾘ  057 彼岸花 

ｳｼｯﾋﾟﾙ  057 彼岸花 

ｳﾁｰｹｰﾙ  045 里帰り 

ｳﾁｴｲｸ  045 里帰り 

ｳﾁｯｷﾘ  048 親類 

ｳﾁﾄﾘ  059 長男 

ｳﾁﾆﾜ  069 土間 

ｳﾁﾈﾝﾋﾞﾙ  057 彼岸花 

ｳﾁﾍｶｴﾙ  045 里帰り 

ｳｯﾁﾛ  081 しなさい 

ｳﾋﾞｽｽｷ  037 ひょうそ 

ｳﾏﾀｹ  017 竹馬 

ｳﾏﾉﾂﾗ  063 コオロギ 

ｳﾏﾉﾘ  018 肩車 

ｳﾏﾚ  047 血統 

ｳﾐｵﾓﾂ  077 化膿する 

ｳﾐｼｯﾁｬﾘ  037 ひょうそ 

ｳﾐｯｼｬﾘ  037 ひょうそ 

ｳﾐｯﾁｬﾘ  037 ひょうそ 

ｳﾐﾋﾞｯﾁｬﾘ  037 ひょうそ 

ｳﾑ  037 ひょうそ 

ｳﾑ  077 化膿する 

ｳﾝｺ  076 鶏の糞 

ｳﾝﾀﾞ  077 化膿する 

ｳﾝﾈｰｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ｳﾝﾈｯﾀ  082 寝ただろう 

ｴｰｶﾞﾗ  047 血統 

ｴｰﾍﾞﾔﾚ  0932 行こう(勧誘) 

ｴｸﾎﾞ  073 あばた 

ｴｼﾞｸﾚﾙ  075 もつれる 

ｴﾀﾞﾘ  014 涎 

ｴﾀﾞﾚ  014 涎 

ｴﾀﾞﾚｶｹ  015 涎掛(大) 

ｴｯﾀﾝﾌﾞﾛｼｷ  055 風呂敷 

ｴﾄﾞｸﾙ  078 お化粧する 

ｴﾄﾞﾙ  078 お化粧する 

ｴﾌﾟﾛﾝ  015 涎掛(大) 

ｴﾍﾞ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾍﾞｱ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾍﾞｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾍﾞｼ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾍﾞｼｰ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾍﾞｼﾈ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾍﾞﾔ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾍﾞﾔﾚ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾎﾞｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ｴﾝｺ  048 親類 

ｴﾝｻﾞﾘﾏﾀ  043 びっこ 

ｴﾝｼﾞｬ  048 親類 

ｴﾝﾏ  063 コオロギ 

ｴﾝﾏｻﾝﾉｵﾑｶｴ  016 黒子 

ｴﾝﾏｼ  0932 行こう(勧誘) 

ｴﾝﾙｲ  048 親類 

ｵｲｶｹｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵｲｶｹｯｺｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｵｲﾘﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｰｱﾆ  059 長男 

ｵｰｱﾆｰ  059 長男 

ｵｰｶﾜ  072 寝小便 

ｵｵｷｲ  065 大きい 

ｵｰｷｲ  065 大きい 

ｵｰｷｰ  065 大きい 

ｵｰｺﾞ  059 長男 

ｵｰｼｷ  005 蟇蛙 

ｵｰｼｷｶﾞｴﾛ  005 蟇蛙 

ｵｰｼｷﾊﾞﾝﾊﾞ  005 蟇蛙 

ｵｰｼﾗ  053 蚕 

ｵｰｼﾗｻﾏ  053 蚕 

ｵｰｼﾗｻﾝ  053 蚕 

ｵｰｾﾞﾅ  059 長男 

ｵｰｿｰﾘｮｰ  059 長男 

ｵｰﾀﾊﾞ  038 声 

ｵｰﾀﾗ  064 みみず 

ｵｰﾀﾗｾｰ  064 みみず 

ｵｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｵｰﾁｺﾞ  018 肩車 

ｵｰｯﾀﾗ  064 みみず 

ｵｰﾄﾞ  071 入口 

ｵｰﾄﾞｸﾞﾁ  071 入口 

ｵｰﾄﾎﾞﾈ  038 声 
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ｵｰﾄﾏｸﾞﾁ  071 入口 

ｵｰﾄﾞﾏｸﾞﾁ  071 入口 

ｵｰﾋｷ  005 蟇蛙 

ｵｰﾋｷｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ｵｰﾋｷｹﾞｰﾛ  005 蟇蛙 

ｵｰﾋｷﾀ  005 蟇蛙 

ｵｰﾌﾞﾈ  048 親類 

ｵｰﾌﾞﾛｼｷ  055 風呂敷 

ｵｰﾎﾞﾈ  011 背骨 

ｵｰﾎﾞﾈ  038 声 

ｵｰﾔｼﾝﾔ  048 親類 

ｵｶｲｺ  053 蚕 

ｵｶｲｺｻﾏ  053 蚕 

ｵｶｲｺｻﾝ  053 蚕 

ｵｶｲｺｻﾝﾉｹｲｼ  054 蚕の糞 

ｵｶｲｺﾉﾌﾝ  054 蚕の糞 

ｵｶｲｺﾉﾑｼ  053 蚕 

ｵｶｶﾞﾐ  007 とかげ 

ｵｶｶﾞﾐｯﾁｮ  007 とかげ 

ｵｶｹ  015 涎掛(大) 

ｵｶﾀ  103 花嫁 

ｵｶﾀﾏ  018 肩車 

ｵｶｯｻﾏ  103 花嫁 

ｵｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ｵｶｯﾃ  070 台所 

ｵｶｯﾃﾊﾞ  070 台所 

ｵｶｯﾃﾓﾄ  070 台所 

ｵｶｯﾊﾞ  070 台所 

ｵｶﾏﾔ  070 台所 

ｵｶﾒ  003 御玉杓子 

ｵｶﾒﾄﾞｼﾞｮｰ  003 御玉杓子 

ｵｶﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｵｶﾝﾅﾘﾒﾒﾝｼﾞｮ  064 みみず 

ｵｶﾝﾎﾞﾛ  075 もつれる 

ｵｷｬｰｺ  053 蚕 

ｵｷｬｸﾆｶｴﾙ  045 里帰り 

ｵｷｭｰ  008 お灸 

ｵｸｪｰｺ  053 蚕 

ｵｹｲｺ  053 蚕 

ｵｹｪｰｺ  053 蚕 

ｵｹｰｺ  053 蚕 

ｵｹｰｺｻﾝ  053 蚕 

ｵｹｰｼ  076 鶏の糞 

ｵｹｰｼｮ  076 鶏の糞 

ｵｹｼｮｰ  078 お化粧する 

ｵｹｼｮｰｵｽﾙ  078 お化粧する 

ｵｹｼｮｰｹﾊﾞﾙ  078 お化粧する 

ｵｹｼｮｰｽﾙ  078 お化粧する 

ｵｹｼｮｽﾙ  078 お化粧する 

ｵｺｻﾏ  053 蚕 

ｵｺｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ｵｺｼﾞﾘ  054 蚕の糞 

ｵｺﾋﾞﾄ  005 蟇蛙 

ｵｺﾏｯｺ  003 御玉杓子 

ｵｺﾝｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ｵｻｶ  015 涎掛(大) 

ｵｻｶｴ  015 涎掛(大) 

ｵｻｶｹ  015 涎掛(大) 

ｵｻｶｹﾞｰﾘ  045 里帰り 

ｵｻｶﾔ  015 涎掛(大) 

ｵｻｷｬｰ  015 涎掛(大) 

ｵｻﾄｶﾞｴｼ  045 里帰り 

ｵｻﾄｶﾞｴﾘ  045 里帰り 

ｵｻﾄｹﾞｰﾘ  045 里帰り 

ｵｼｵﾄｽ  039 崩れる 

ｵｼﾞｿﾞｳｻﾏ  013 瞳 

ｵｼﾞｿﾞｰｻﾏ  013 瞳 

ｵｼﾞｿﾞｰｻﾝ  013 瞳 

ｵｼﾀﾞｽ  039 崩れる 

ｵｼｯﾎﾟﾈ  038 声 

ｵｼﾃｸﾙ  039 崩れる 

ｵｼﾃﾞﾙ  039 崩れる 

ｵｼﾞﾄﾞｰ  013 瞳 

ｵｼﾞﾄﾞｰｻﾏ  013 瞳 

ｵｼﾞﾄﾞｰｻﾝ  013 瞳 

ｵｼﾅｶﾞｽ  039 崩れる 

ｵｼﾏｲ  061 末の子 

ｵｼﾏｲｺ  061 末の子 

ｵｼﾏｲｯｺ  061 末の子 

ｵｼﾐｬｰｺ  061 末の子 

ｵｼﾐｬｰｯｺ  061 末の子 

ｵｼﾐｬｯｺ  061 末の子 

ｵｼﾒｪｰｯｺ  061 末の子 

ｵｼﾒｰｯｺ  061 末の子 

ｵｼﾒｯｺ  061 末の子 

ｵｼﾒﾔﾛｰ  061 末の子 

ｵｼｬｶｻﾏ  013 瞳 

ｵｼｬﾀﾞ  041 虱の卵 

ｵｼｬﾘﾄﾝﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｬﾘﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｬﾚ  078 お化粧する 

ｵｼｬﾚｵｽﾙ  078 お化粧する 

ｵｼｬﾚｽﾙ  078 お化粧する 

ｵｼｬﾚﾙｵｽﾙ  078 お化粧する 

ｵｼｮｲﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｼｮｰﾔﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘｻﾝ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘﾄｻﾝ  062 赤とんぼ 
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ｵｼｮｰﾘﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘﾄﾞﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘｮ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘｮｰﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘｮｰﾄﾝﾎﾟｰ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾘｮｻﾝ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛ  057 彼岸花 

ｵｼｮｰﾛ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛｰ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛｰﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛｰﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｼｮｰﾛｻﾏ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛｻﾝ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛﾀﾞﾏ  057 彼岸花 

ｵｼｮｰﾛﾄﾞﾝﾌﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛﾄﾞﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼﾞｮｰﾛﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮｰﾛﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｼｮｰﾛﾛﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾘｻﾝ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾘﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾘﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾘﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾘｮｰﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾙﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾛ  057 彼岸花 

ｵｼﾞｮﾛ  103 花嫁 

ｵｼｮﾛｻﾏ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾛﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾛﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾛﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾛﾄﾞﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼｮﾛﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｼﾞｮﾛﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｼﾗ  053 蚕 

ｵｼﾗｶﾞﾐ  053 蚕 

ｵｼﾗｻﾏ  053 蚕 

ｵｼﾗｻﾝ  053 蚕 

ｵｼﾚｲｵﾂｹﾙ  078 お化粧する 

ｵｼﾛ  053 蚕 

ｵｼﾛｲｵｹﾎﾞｰ  078 お化粧する 

ｵｼﾛｲｵﾂｹﾙ  078 お化粧する 

ｵｼﾛｲﾈﾙ  078 お化粧する 

ｵｼﾛｲﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｼﾛﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵｼﾛﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵｼﾞﾛﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵｼﾝｼｸﾞﾘ  019 片足飛 

ｵｼﾝﾑﾘ  072 寝小便 

ｵｼﾝﾒｯｺ  061 末の子 

ｵｽ  039 崩れる 

ｵｾﾞﾛｯﾊﾟ  057 彼岸花 

ｵｿｿｰ  072 寝小便 

ｵﾀﾞｲﾄﾞｺ  070 台所 

ｵﾀﾞｲﾄﾞｺﾛ  070 台所 

ｵﾀﾌｸ  050 空豆 

ｵﾀﾌｸｶｾﾞ  079 百日咳 

ｵﾀﾌｸﾏﾒ  050 空豆 

ｵﾀﾏ  003 御玉杓子 

ｵﾀﾏ  063 コオロギ 

ｵﾀﾏｶﾞｴﾙ  003 御玉杓子 

ｵﾀﾏｹﾞｪｰﾛ  003 御玉杓子 

ｵﾀﾏｹﾞｰﾛ  003 御玉杓子 

ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼ  003 御玉杓子 

"ｵﾀﾏｼﾞｬｸｼ"""  003 御玉杓子 

ｵﾀﾏｯｺ  003 御玉杓子 

ｵﾀﾞﾚ  014 涎 

ｵﾀﾞﾚﾊﾞｼﾗ  060 次男 

ｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ｵﾁｺﾞﾄﾞｺ  018 肩車 

ｵﾁｺﾞﾉｶﾀｺﾞ  018 肩車 

ｵﾁｺﾞﾉﾀｶｼ  018 肩車 

ｵﾁｬﾒｼ  060 次男 

ｵﾁﾙ  039 崩れる 

ｵﾁﾝｺ  018 肩車 

ｵﾁﾝﾊﾞ  043 びっこ 

ｵﾁﾝﾊﾞｻﾏ  043 びっこ 

ｵﾁﾝﾊﾞｻﾝ  043 びっこ 

ｵｯｶｹｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵｯｶﾃ  070 台所 

ｵｯｶﾃﾊﾞ  070 台所 

ｵｯｶﾃﾓﾄ  070 台所 

ｵｯｷｲ  065 大きい 

ｵｯｷｰ  065 大きい 

ｵﾂｸﾘ  078 お化粧する 

ｵﾂｸﾘｵｽﾙ  078 お化粧する 

ｵﾂｸﾘｽﾙ  078 お化粧する 

ｵﾂｸﾛｲｵｽﾙ  078 お化粧する 

ｵｯｺﾁﾙ  039 崩れる 

ｵｯﾀﾃﾙ  058 締める 

ｵｯﾄｸﾘ  052 松の実 

ｵｯﾋﾟｷ  005 蟇蛙 

ｵﾂﾚ  040 仲良し 

ｵﾃﾞｰｶﾝ  012 麦粒腫 

ｵﾃﾞｰﾛｯﾊﾟﾉﾊﾅ  057 彼岸花 
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ｵﾃｺﾞ  061 末の子 

ｵﾃﾝｺﾞｰﾒﾝ  018 肩車 

ｵﾃﾝｺﾞﾒﾝ  018 肩車 

ｵﾃﾝﾃﾝ  018 肩車 

ｵﾃﾝﾃﾝｺﾞ  018 肩車 

ｵﾃﾝﾊﾞ  018 肩車 

ｵﾃﾝﾏ  018 肩車 

ｵﾄ  038 声 

ｵﾄｰﾄ  060 次男 

ｵﾄｰﾄﾔﾛｰ  060 次男 

ｵﾄｶﾞｲ  038 声 

ｵﾄｷﾞｰ  038 声 

ｵﾄｷﾞｬｰﾎﾞﾈ  038 声 

ｵﾄｷﾞｮｰﾒ  038 声 

ｵﾄｹ  013 瞳 

ｵﾄｹﾞ  038 声 

ｵﾄｹﾞｰ  038 声 

ｵﾄｹﾞｰﾎﾞﾈ  038 声 

ｵﾄﾞｹﾞｰﾎﾞﾈ  038 声 

ｵﾄｺﾞｴ  038 声 

ｵﾄｺﾉｿｰﾘｮｰ  059 長男 

ｵﾄﾄ  060 次男 

ｵﾄﾎﾞﾈ  038 声 

ｵﾄﾎﾞﾚｰﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵﾄﾒ  071 入口 

ｵﾄﾓﾀﾞﾁ  040 仲良し 

ｵﾄﾝﾋﾞｮｰ  019 片足飛 

ｵﾅｶﾏ  040 仲良し 

ｵﾅﾗﾏﾒ  050 空豆 

ｵﾆｱｿﾋﾞ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｰｻﾝ  059 長男 

ｵﾆｰﾄｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｰﾄﾞｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｶﾞｻ  052 松の実 

ｵﾆｶﾞｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｷﾞﾘ  056 げんこつ 

ｵﾆｺｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｺﾞｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｺﾞﾄ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｺﾞﾄ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｻﾝ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｻﾝｱｿﾋﾞ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｻﾝｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｻﾝｺｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｻﾝｺﾞｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｻﾝｿﾞｰ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｯｸﾗ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｯｺｱｿﾋﾞ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｯｺﾞｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵﾆﾓｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆｬｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾆﾔｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｵﾈｰｼｮ  072 寝小便 

ｵﾈｼ  072 寝小便 

ｵﾈｼｮ  072 寝小便 

ｵﾈｼｮｰ  072 寝小便 

ｵﾈｼｮｽﾙ  072 寝小便 

ｵﾊﾗｲﾊﾞｺ  060 次男 

ｵﾊﾞﾝｼﾊﾞ  070 台所 

ｵﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵﾋｶﾞﾝﾏﾒ  050 空豆 

ｵﾌｸｻﾝ  005 蟇蛙 

ｵﾎﾞｺ  053 蚕 

ｵﾎﾞｺｻﾏ  053 蚕 

ｵﾎﾞｺｻﾝ  053 蚕 

ｵﾎﾞｺｻﾝﾉｸｿ  054 蚕の糞 

ｵﾎﾞｺｻﾝﾉﾌﾝ  054 蚕の糞 

ｵﾎﾞﾝｻﾝ  062 赤とんぼ 

ｵﾎﾞﾝｻﾝﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵﾎﾞﾝﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵﾎﾞﾝﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵﾎﾞﾝﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｵﾎﾞﾝﾄﾞﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｵﾎﾞﾝﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵﾏｲｶ  015 涎掛(大) 

ｵﾏｲｶｹ  015 涎掛(大) 

ｵﾏｲｺ  015 涎掛(大) 

ｵﾏｴｶ  015 涎掛(大) 

ｵﾏｴｶｹ  015 涎掛(大) 

ｵﾏﾓﾘｻﾏ  013 瞳 

ｵﾏﾝｷﾘ  052 松の実 

ｵﾑ  077 化膿する 

ｵﾑｺｻﾝ  033 婿養子 

ｵﾑﾗｼ  072 寝小便 

ｵﾒｰｶ  015 涎掛(大) 

ｵﾒｰｶｹ  015 涎掛(大) 

ｵﾒｶｼ  078 お化粧する 

ｵﾒｶｼｵｽﾙ  078 お化粧する 

ｵﾒｶｼｽﾙ  078 お化粧する 

ｵﾒｺｼﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｵﾓﾃ  071 入口 

ｵﾓﾗｲ  012 麦粒腫 

ｵﾓﾗｲﾓﾉ  012 麦粒腫 

ｵﾓﾗｼ  072 寝小便 

ｵﾔｸ  048 親類 

ｵﾔｹ  051 食べ残し 

ｵﾔｺ  048 親類 

ｵﾔｺﾏｷ  048 親類 
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ｵﾔｼﾗｽﾞ  057 彼岸花 

ｵﾔﾄﾞﾘ  045 里帰り 

ｵﾔﾎﾞﾈ  011 背骨 

ｵﾔﾖﾋﾞ  045 里帰り 

ｵﾖﾀﾞ  014 涎 

ｵﾖﾒｻﾝ  103 花嫁 

ｵﾜｹ  051 食べ残し 

ｵﾝ  038 声 

ｵﾝｼﾞｰﾎﾞｰｽﾞ  060 次男 

ｵﾝｼﾞﾎﾞｰ  060 次男 

ｵﾝｼﾞｮｳ  038 声 

ｵﾝｼﾞｮｰ  038 声 

ｵﾝｾｲ  038 声 

ｵﾝｾｰ  038 声 

ｵﾝﾊﾞｸ  005 蟇蛙 

ｵﾝﾋﾞｸ  003 御玉杓子 

ｵﾝﾘｮｰ  038 声 

ｶｰｼﾞｼｬ  046 目高 

ｶｰｼｮｰﾌｰ  037 ひょうそ 

ｶﾞｰｼﾝ  073 あばた 

ｶﾞｰｽﾞ  004 蛙 

ｶｰﾄﾙﾏｲ  018 肩車 

ｶﾞｰﾎﾞ  073 あばた 

ｶﾞｰﾎﾞｰｼ  073 あばた 

ｶﾞｰﾎﾞｰﾁ  073 あばた 

ｶﾞｰﾎﾞﾁ  073 あばた 

ｶﾞｰﾎﾞｯﾁ  073 あばた 

ｶﾞｰﾎﾞｯﾁｮ  073 あばた 

ｶｰﾙ  004 蛙 

ｶﾞｰﾙ  004 蛙 

ｶｰﾙｯｺ  003 御玉杓子 

ｶﾞｰﾙﾉｺ  003 御玉杓子 

ｶﾞｰﾙﾉﾎﾞｺ  003 御玉杓子 

ｶﾞｰﾙﾝﾎﾞｰ  005 蟇蛙 

ｶﾞｰﾛ  004 蛙 

ｶｲｺ  053 蚕 

ｶｲｺﾉﾌﾝ  054 蚕の糞 

ｶｲｼ  076 鶏の糞 

ｶｲﾀﾎｰｶﾞｲｲﾗ  094 書きなさい 

ｶｲﾀﾎｰｶﾞｲｰﾗﾖﾅｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾀﾎｰﾝｲｲﾖ  094 書きなさい 

ｶｲﾀﾗ  094 書きなさい 

ｶｲﾀﾗｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾁｬ  094 書きなさい 

ｶｲﾁｬｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾔｲ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾗｰﾚ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾚ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾝﾅ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾝﾅｲ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾝﾅｯﾃ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾝﾅﾂﾃ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｵｸﾝﾈｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾀﾞｻｲ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾀﾞｾｪｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾖｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾘｮ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾘｮｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾘｮｰｼ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾘｮｰﾔｲ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾘｮｰﾔﾚ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾘｮｰﾖ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾘｮﾔﾚ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾚ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾚｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾚﾁｬ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾚﾁｬｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾚﾅｲ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾚﾝｹ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｸﾝﾈｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃｹｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃﾐﾁｬｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾃﾐﾃｸﾚ  094 書きなさい 

ｶｲﾃﾐﾛ  094 書きなさい 

ｶｲﾃﾐﾛﾔ  094 書きなさい 

ｶｲﾃﾓﾚｰﾃｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾄｵｸﾝﾈｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾄｸﾚ  094 書きなさい 

ｶｲﾄｸﾚｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾄｸﾝﾅｯﾃ  094 書きなさい 

ｶｲﾄｸﾝﾈｰ  094 書きなさい 

ｶｲﾄｹ  094 書きなさい 

ｶｲﾙ  004 蛙 

ｶｲﾛ  004 蛙 

ｶﾞｲﾛ  004 蛙 

ｶｴｼ  076 鶏の糞 

ｶｴﾙ  004 蛙 

ｶﾞｴﾙ  004 蛙 

ｶｴﾙｯｺ  003 御玉杓子 

ｶｴﾙｯﾁｮ  004 蛙 

ｶｴﾙﾉｺ  003 御玉杓子 

ｶｴﾙﾉｺﾄﾞﾓ  003 御玉杓子 

ｶｴﾛ  004 蛙 

ｶﾞｴﾛ  004 蛙 

ｶｴﾛﾝﾍﾞｰ  004 蛙 

ｶｵﾐｾ  045 里帰り 

ｶｶｻﾞｰ  094 書きなさい 

ｶｶｼ  017 竹馬 

ｶｶﾀ  042 踵 
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ｶｶｯｼｰ  094 書きなさい 

ｶｶｯｼｬｰ  094 書きなさい 

ｶｶｯｼｬｰﾖ  094 書きなさい 

ｶｶｯｼｬｲ  094 書きなさい 

ｶｶｯｾｰ  094 書きなさい 

ｶｶﾃﾞ  094 書きなさい 

ｶｶﾄ  042 踵 

ｶｶﾄﾞ  042 踵 

ｶｶﾋﾞｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶｶﾞﾋﾞｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶｶﾞﾋﾞｯﾁｮｰ  007 とかげ 

ｶｶﾞﾐｯﾁ  007 とかげ 

ｶｶﾐｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶｶﾞﾐｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶｶﾞﾐｯﾁｮｰ  007 とかげ 

ｶｶﾞﾐｯﾁｮﾛ  007 とかげ 

ｶｶﾞﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｶｶﾘｺﾞ  059 長男 

ｶｷｯﾁｬｰ  094 書きなさい 

ｶｷﾅ  094 書きなさい 

ｶｷﾅｻｲ  094 書きなさい 

ｶｷﾞﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ｶｷﾔﾚ  094 書きなさい 

ｶｸ  020 する(片足) 

ｶｸﾍﾞｰﾜ  094 書きなさい 

ｶｸﾚｯｺ  021 鬼ごっこ 

ｶｸﾚﾝﾎﾞ  021 鬼ごっこ 

ｶｹ  094 書きなさい 

ｶｹｲ  047 血統 

ｶｹｰ  094 書きなさい 

ｶｹｰﾙ  092 書ける 

ｶｹｵﾆ  021 鬼ごっこ 

ｶﾞｹｶﾞﾄﾌﾞ  039 崩れる 

ｶﾞｹｸｽﾞﾚ  039 崩れる 

ｶｹｺﾞ  055 風呂敷 

ｶｹｼ  094 書きなさい 

ｶｹｼｰ  094 書きなさい 

ｶｹｼﾈｰ  094 書きなさい 

ｶｹｼｮ  094 書きなさい 

ｶｹｿｰﾅﾓﾝﾀﾞ  092 書ける 

ｶﾞｹｯｸｽﾞﾚ  039 崩れる 

ｶｹｯｼ  094 書きなさい 

ｶｹｯｼｰ  094 書きなさい 

ｶｹｯｼｬｰﾖ  094 書きなさい 

ｶｹﾉ  055 風呂敷 

ｶｹﾉｰ  055 風呂敷 

ｶｹﾊﾞｲｲ  094 書きなさい 

ｶｹﾍﾞｰ  092 書ける 

ｶｹﾍﾞｰﾜ  092 書ける 

ｶｹﾍﾞｰﾜｲ  092 書ける 

ｶｹﾏｼ  094 書きなさい 

ｶｹﾏｽ  092 書ける 

ｶｹﾞﾐｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶｹﾔ  094 書きなさい 

ｶｹﾔｰ  094 書きなさい 

ｶｹﾔｲ  094 書きなさい 

ｶｹﾔｴ  094 書きなさい 

ｶｹﾔﾚ  094 書きなさい 

ｶｹﾔﾚｼ  094 書きなさい 

ｶｹﾖ  094 書きなさい 

ｶｹﾖｰ  094 書きなさい 

ｶｹﾗ  092 書ける 

ｶｹﾗｰ  092 書ける 

ｶｹﾗｰ  094 書きなさい 

ｶｹﾗｰﾔﾚ  092 書ける 

ｶｹﾗﾅｰ  092 書ける 

ｶｹﾙ  020 する(片足) 

ｶｹﾙ  039 崩れる 

ｶｹﾙ  092 書ける 

ｶｹﾙ  094 書きなさい 

ｶｹﾙｰ  092 書ける 

ｶｹﾙｻ  092 書ける 

ｶｹﾙｻｰ  092 書ける 

ｶｹﾙｻｰ  094 書きなさい 

ｶｹﾙｼﾞｬﾝ  092 書ける 

ｶｹﾙｿﾞｰ  092 書ける 

ｶｹﾙｿﾞｰ  094 書きなさい 

ｶｹﾙﾖ  092 書ける 

ｶｹﾙﾖ  094 書きなさい 

ｶｹﾙﾗ  092 書ける 

ｶｹﾙﾗ  094 書きなさい 

ｶｹﾙﾗﾖ  092 書ける 

ｶｹﾙﾜ  092 書ける 

ｶｹﾚﾗｰ  092 書ける 

ｶｹﾚﾙ  092 書ける 

ｶｹﾛｰ  025 湯気 

ｶｺﾄ  042 踵 

ｶｻｶﾌﾞﾘ  001 蝸牛 

ｶｻｻｾ  063 コオロギ 

ｶｻﾂﾑﾘ  001 蝸牛 

ｶｻﾌﾞﾀ  052 松の実 

ｶｻﾏﾂ  052 松の実 

ｶｻﾞﾙ  078 お化粧する 

ｶｻﾝﾌﾞﾘ  001 蝸牛 

ｶｻﾝﾏｲ  001 蝸牛 

ｶｻﾝﾐｬｰ  001 蝸牛 

ｶｻﾝﾒ  001 蝸牛 

ｶｻﾝﾒｰ  001 蝸牛 

ｶｻﾝﾒｰ  012 麦粒腫 

ｶｻﾝﾒｰﾝ  001 蝸牛 
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ｶｻﾝﾒﾝ  001 蝸牛 

ｶｻﾝﾒﾝﾒﾝ  001 蝸牛 

ｶｼﾞｲ  099 擽ったい 

ｶｼｷﾊﾞ  070 台所 

ｶｼｷﾍﾞﾔ  070 台所 

ｶｼﾞｸﾙ  100 くすぐる 

ｶｼﾞﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｶｼﾗ  059 長男 

ｶｼﾞﾙ  100 くすぐる 

ｶﾞｼﾞﾜﾗ  063 コオロギ 

ｶｽﾞﾐ  102 桑の実 

ｶｾﾞｵﾋｸ  079 百日咳 

ｶｿﾞ  102 桑の実 

ｶｿｸ  054 蚕の糞 

ｶｿﾝﾒｰ  001 蝸牛 

ｶﾀｱｼ  019 片足飛 

ｶﾀｱｼｱｿﾋﾞ  019 片足飛 

ｶﾀｱｼﾄﾋﾞ  019 片足飛 

ｶﾀｱｼﾋﾟｮﾝﾋﾟｮﾝ  019 片足飛 

ｶﾀｱｯｼｶ  043 びっこ 

ｶﾀｰﾏ  018 肩車 

ｶﾀｲﾁｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀｳﾏ  018 肩車 

ｶﾀｳﾝﾏ  018 肩車 

ｶﾀｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀｵﾏ  018 肩車 

ｶﾀｶﾞｹ  018 肩車 

ｶﾀｷﾞ  018 肩車 

ｶﾀｷﾞｯﾁｮ  018 肩車 

ｶﾀｷﾞﾉｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀｸﾞﾏ  018 肩車 

ｶﾀｸﾙﾏ  018 肩車 

ｶﾀｸﾞﾙﾏ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞｯｺ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞﾆｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞﾉｵｼﾞｿﾞｰ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞﾉｵｼﾞｿﾞｰｻﾝ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞﾉｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞﾉｵﾃﾝﾃﾝ  018 肩車 

ｶﾀｺﾞﾉﾘ  018 肩車 

ｶﾀｻｾ  063 コオロギ 

ｶﾀｼﾄﾋﾞ  019 片足飛 

ｶﾀﾁｷﾞﾘ  019 片足飛 

ｶﾀﾁｸﾞﾗ  019 片足飛 

ｶﾀﾁｸﾞﾗｵｶｸ  020 する(片足) 

ｶﾀﾁﾝｷﾞﾘ  019 片足飛 

ｶﾀﾁﾝｸﾞﾗ  019 片足飛 

ｶﾀﾁﾝｸﾞﾗｵｶｸ  020 する(片足) 

ｶﾀﾁﾝｺﾞ  019 片足飛 

ｶﾀﾁﾝﾁﾝ  018 肩車 

ｶﾀﾁﾝﾊﾞ  019 片足飛 

ｶﾀﾁﾝﾊﾞ  043 びっこ 

ｶﾀｯｺ  019 片足飛 

ｶﾀｯﾁﾝｸﾞﾘ  019 片足飛 

ｶﾀﾂﾑﾘ  001 蝸牛 

ｶﾀﾂﾓﾘ  001 蝸牛 

ｶﾀﾄﾋﾞ  019 片足飛 

ｶﾀﾉｵﾁﾝｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀﾉﾘ  018 肩車 

ｶﾀﾋﾞｯｺ  019 片足飛 

ｶﾀﾋﾞｯｺｵｼﾀﾞｰ  020 する(片足) 

ｶﾀﾋﾞﾝﾋﾞ  018 肩車 

ｶﾀﾋﾞﾝﾋﾞﾝ  018 肩車 

ｶﾀﾍﾞｰｼ  044 竹やぶ 

ｶﾀﾏ  018 肩車 

ｶﾀﾏｸﾗ  018 肩車 

ｶﾀﾏｯｺ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾉｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾉﾃﾝｼﾞﾝ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾏ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾒ  050 空豆 

ｶﾀﾏﾝｼﾞ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾝｼﾞｭ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾝｼｭｳ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾝｼﾞｭｰ  018 肩車 

ｶﾀﾏﾝｼﾞｮ  018 肩車 

ｶﾀﾒﾉｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ｶﾀﾒﾙ  058 締める 

ｶﾀﾓｯｺ  018 肩車 

ｶﾀﾜ  043 びっこ 

ｶﾀﾝﾊﾞ  018 肩車 

ｶﾀﾝﾎﾞﾉﾘ  018 肩車 

ｶﾀﾝﾏ  018 肩車 

ｶﾀﾝﾏｲ  018 肩車 

ｶﾀﾝﾒｰ  018 肩車 

ｶﾁ  031 左利き 

ｶﾂｰﾄ  018 肩車 

ｶﾂｳﾏ  018 肩車 

ｶﾂｰﾏ  018 肩車 

ｶｯｹｼｬｰ  094 書きなさい 

ｶｯﾁ  070 台所 

ｶｯﾂｰﾏ  018 肩車 

ｶｯﾃ  070 台所 

ｶｯﾃﾉﾏ  070 台所 

ｶｯﾃﾊﾞ  070 台所 

ｶｯﾃﾏ  070 台所 

ｶｯﾃﾓﾄ  070 台所 

ｶｯﾄｳﾏ  018 肩車 

ｶｯﾄｰﾏ  018 肩車 
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ｶｯﾄｰﾏｲ  018 肩車 

ｶｯﾄｰﾏﾝｼﾞｭｰ  018 肩車 

ｶｯﾄﾏｲ  018 肩車 

ｶｯﾄﾏﾝｼﾞｮ  018 肩車 

ｶﾞｯﾎﾟｲｼﾞ  049 タンポポ 

ｶﾂﾏ  018 肩車 

ｶﾂﾝﾏ  018 肩車 

ｶﾄｳﾏ  018 肩車 

ｶﾄｰ  003 御玉杓子 

ｶﾄｰｳﾏ  018 肩車 

ｶﾄｰｳﾏﾝ  018 肩車 

ｶﾄｰﾏ  018 肩車 

ｶﾄｰﾏﾝｼﾞｭｰ  018 肩車 

ｶﾄﾞｸﾞﾁ  071 入口 

ｶﾄﾏ  018 肩車 

ｶﾄﾏﾝｼﾞｭ  018 肩車 

ｶﾄﾘﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｶﾄﾘﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｶﾄﾝﾏ  018 肩車 

ｶﾅﾋｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶﾅﾋﾞｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶﾞﾅﾋﾞｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶﾅﾋﾞｯﾁｮｰ  007 とかげ 

ｶﾅﾐｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶﾅﾓｸﾞﾗ  007 とかげ 

ｶﾉｳ  037 ひょうそ 

ｶﾉｳｽﾙ  077 化膿する 

ｶﾉｰ  077 化膿する 

ｶﾉｰｼﾙ  077 化膿する 

ｶﾉｰｽﾙ  077 化膿する 

ｶﾉﾐ  102 桑の実 

ｶﾌﾞﾚ  073 あばた 

ｶﾍﾞﾗ  064 みみず 

ｶﾍﾞﾗﾐﾐｽﾞ  064 みみず 

ｶﾍﾞﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｶﾍﾞﾗﾝﾄﾞ  064 みみず 

ｶﾞﾎﾞｼ  073 あばた 

ｶﾞﾏ  005 蟇蛙 

ｶﾞﾏｵｰﾋｷ  005 蟇蛙 

ｶﾞﾏｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ｶﾏｷﾘ  007 とかげ 

ｶﾞﾏｹﾞｰﾛ  005 蟇蛙 

ｶﾞﾏｯﾁｬｸﾞ  005 蟇蛙 

ｶﾏﾄﾞ  070 台所 

ｶﾏﾊﾞ  070 台所 

ｶﾏﾔ  069 土間 

ｶﾏﾔ  070 台所 

ｶﾐ  102 桑の実 

ｶﾐｽ  102 桑の実 

ｶﾐｽﾞ  102 桑の実 

ｶﾞﾐｽﾞ  102 桑の実 

ｶﾐっﾞ  102 桑の実 

ｶﾐﾅﾘﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｶﾐﾝｼﾞｸ  102 桑の実 

ｶﾐﾝｽﾞｸ  102 桑の実 

ｶﾒｽﾞ  102 桑の実 

ｶﾒﾗ  064 みみず 

ｶﾒﾗﾐﾐｽﾞ  064 みみず 

ｶﾒﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｶﾗｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｶﾗｯｶｻ  052 松の実 

ｶﾗﾏｻﾙ  075 もつれる 

ｶﾗﾏﾂｯｶｻ  052 松の実 

ｶﾗﾏﾒ  080 落花生 

ｶﾗﾏﾙ  075 もつれる 

ｶﾗﾐﾂｸ  075 もつれる 

ｶﾗﾐｯﾁｮ  007 とかげ 

ｶﾗﾑ  075 もつれる 

ｶﾚﾙ  039 崩れる 

ｶﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ｶﾜ  072 寝小便 

ｶﾜｽﾞ  004 蛙 

ｶﾜｽﾞﾉｺ  003 御玉杓子 

ｶﾜﾆﾗ  046 目高 

ｶﾞﾜﾎﾞｰｼ  073 あばた 

ｶﾜﾎﾞｸﾛ  016 黒子 

ｶﾞﾝｶﾞｺﾞｴ  038 声 

ｶﾝｶﾂ  052 松の実 

ｶﾝｶﾝﾏﾂ  052 松の実 

ｶﾞﾝｸﾞﾐ  102 桑の実 

ｶﾝｺ  052 松の実 

ｶﾝｺｰ  052 松の実 

ｶﾝｺﾛ  052 松の実 

ｶﾝﾉﾑｼ  079 百日咳 

ｶﾝﾌﾞｰｷ  030 蕗の薹 

ｶﾞﾝﾎﾟｲｼﾞ  049 タンポポ 

ｶﾞﾝﾎﾞｰｼﾞ  049 タンポポ 

ｶﾞﾝﾎﾞｰｼﾞｭ  049 タンポポ 

ｶﾞﾝﾎﾞｼﾞ  049 タンポポ 

ｶﾝﾒﾗ  002 なめくじ 

ｶﾝﾒﾗ  064 みみず 

ｶﾝﾒﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｶﾞﾝﾓﾄﾞｷ  073 あばた 

ｷｰｷｰ  063 コオロギ 

ｷｰﾁｮﾝ  063 コオロギ 

ｷﾞｰﾁｮﾝ  063 コオロギ 

ｷｶﾞｱｳ  040 仲良し 

ｷｶﾝｼｶﾀﾙ  079 百日咳 

ｷｻｼﾞ  041 虱の卵 

ｷｻﾞｼ  041 虱の卵 
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ｷｻﾞｼﾞ  041 虱の卵 

ｷｻﾀﾞ  041 虱の卵 

ｷｼｬｺﾞ  041 虱の卵 

ｷｼｬｼﾞ  041 虱の卵 

ｷｼﾞｬｼﾞ  041 虱の卵 

ｷｼｬﾀﾞ  041 虱の卵 

ｷｽ  046 目高 

ｷｽ  063 コオロギ 

ｷｽｶ  063 コオロギ 

ｷｽｷｽ  063 コオロギ 

ｷｽｯﾁｮ  063 コオロギ 

ｷｽﾄﾞ  063 コオロギ 

ｷｿ  068 土台石 

ｷｿｲｼ  068 土台石 

ｷﾀﾞｼ  041 虱の卵 

ｷﾀﾞｼﾞ  041 虱の卵 

ｷﾀﾗ  084 来れば 

ｷﾁｬｰｲｹﾝｿﾞ  090 来るな 

ｷﾁｬｲｶﾝ  090 来るな 

ｷﾁｬｲｶﾝｿﾞ  090 来るな 

ｷﾁｬｲｹﾈｰ  090 来るな 

ｷﾁｮ  090 来るな 

ｷﾁｮｲ  090 来るな 

ｷﾁｮｼ  090 来るな 

ｷﾁｮｯｾﾖ  090 来るな 

ｷﾁｮﾔ  090 来るな 

ｷﾁｮﾔｲ  090 来るな 

ｷﾁｮﾖ  090 来るな 

ｷﾞｯﾁ  043 びっこ 

ｷﾞｯﾁｮ  019 片足飛 

ｷﾞｯﾁｮ  031 左利き 

ｷﾞｯﾁｮ  043 びっこ 

ｷﾞｯﾁｮﾝ  019 片足飛 

ｷﾞｯﾁｮﾝ  043 びっこ 

ｷﾞｯﾁｮﾝ  063 コオロギ 

ｷﾞｯﾁｮﾝﾁｮﾝ  019 片足飛 

ｷﾞｯﾁｮﾝﾁｮﾝ  043 びっこ 

ｷﾞｯﾄｰ  057 彼岸花 

ｷﾞｯﾄｰﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｷﾂﾈﾉﾀｲﾏﾂ  057 彼岸花 

ｷﾂﾈﾉﾃｰﾏﾂ  057 彼岸花 

ｷﾋﾞ  041 虱の卵 

ｷﾍﾞｰｼ  044 竹やぶ 

ｷﾓ  097 心臓 

ｷｬｰｺ  053 蚕 

ｷｬｰｼ  076 鶏の糞 

ｷｬｰｿ  076 鶏の糞 

ｷｬｰﾃｸﾘｮｰ  094 書きなさい 

ｷｬｰﾄｸﾚ  094 書きなさい 

ｷｬｰﾙ  004 蛙 

ｷﾞｬｰﾙ  004 蛙 

ｷｬｰﾛ  004 蛙 

ｷﾞｬｰﾛ  004 蛙 

ｷｬｰﾛｯｺ  004 蛙 

ｷｬｰﾛﾝﾍﾞｰ  004 蛙 

ｷﾞｬﾛﾝﾍﾞｰ  004 蛙 

ｷｭｰ  008 お灸 

ｷｭｳ  008 お灸 

ｷｭｰｸﾞｻ  008 お灸 

ｷｭｰﾓｸﾞｻ  008 お灸 

ｷﾞﾗｷﾞﾗ  022 つらら 

ｷﾗｼﾞ  041 虱の卵 

ｷﾗｽ  041 虱の卵 

ｷﾘｷﾞｯﾁｮﾝ  063 コオロギ 

ｷﾘｷﾞﾘｽ  063 コオロギ 

ｷﾘｷﾞﾘｯﾁｮﾝ  063 コオロギ 

ｷﾘﾑｼ  063 コオロギ 

ｷﾘﾓｸﾞｻ  008 お灸 

ｷﾚｰﾆﾅﾙ  078 お化粧する 

ｷﾝｷﾞﾘ  043 びっこ 

ｷﾝｷﾝﾑｼ  063 コオロギ 

ｷﾝｼﾞｰｺ  052 松の実 

ｷﾝｼﾞｯｺ  052 松の実 

ｷﾝｼﾞﾉｺ  052 松の実 

ｷﾞﾝｼﾞﾊﾞｯｺ  019 片足飛 

ｷﾝｼﾞﾝｺ  052 松の実 

ｷﾞﾝﾀﾞﾗ  022 つらら 

ｷﾞﾝﾀﾞﾘ  022 つらら 

ｷﾞﾝﾀﾞﾙ  022 つらら 

ｷﾝﾀﾞﾚ  022 つらら 

ｷﾞﾝﾀﾚ  022 つらら 

ｷﾞﾝﾀﾞﾚ  022 つらら 

ｷﾝﾁｬｸ  015 涎掛(大) 

ｷﾝﾄﾞｰｽ  052 松の実 

ｷﾞﾝﾄﾞﾛ  022 つらら 

ｷﾞﾝﾎﾞｰ  030 蕗の薹 

ｷﾝﾎﾟｰｹﾞ  057 彼岸花 

ｷﾞﾝﾎﾞｰｼﾞ  030 蕗の薹 

ｸ  039 崩れる 

ｸｲｱﾏﾘ  051 食べ残し 

ｸｲｶｹ  051 食べ残し 

ｸｲｺﾎﾞｼ  051 食べ残し 

ｸｲﾁﾗｶｼ  051 食べ残し 

ｸｲﾁﾗｯｶｼ  051 食べ残し 

ｸｲｯﾁﾗｶｼ  051 食べ残し 

ｸｲﾉｹ  051 食べ残し 

ｸｲﾉｺｼ  051 食べ残し 

ｸｲﾉｺｽ  051 食べ残し 

ｸｲﾉｺﾘ  051 食べ残し 

ｸｲﾔｹ  051 食べ残し 
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ｸｲﾜｹ  051 食べ残し 

ｸｲﾜｹﾆｽﾙ  051 食べ残し 

ｸﾞｰﾀﾞﾗ  028 馬鈴薯 

ｸｰﾊﾞ  084 来れば 

ｸｴﾙ  077 化膿する 

ｸｸﾞﾘ  071 入口 

ｸｻﾉﾊﾅ  008 お灸 

ｸｼﾞｹﾙ  039 崩れる 

ｸｼﾞﾅ  049 タンポポ 

ｸｼﾞﾅﾒﾗ  002 なめくじ 

ｸｼｬｸｼﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸｼｬｸｼｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾞｼｬｸﾞｼｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾞｼﾞｬｸﾞｼﾞｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸｼｬｼｬ  075 もつれる 

ｸｼﾞﾙ  100 くすぐる 

ｸｽﾞ  075 もつれる 

ｸｽﾞｴﾙ  009 据える 

ｸｽｶﾞｽ  100 くすぐる 

ｸﾞｽｶﾞｽ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞｶﾞｽ  100 くすぐる 

ｸｽﾞｶﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｽｸﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽｸﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｸｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｸﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｸﾞｯﾀﾔｰ  099 擽ったい 

ｸｽｸﾞｯﾁｬｰ  099 擽ったい 

ｸｽｸﾞｯﾃ-  099 擽ったい 

ｸｽｸﾞｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｸﾞｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｸﾞｯﾃﾔ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｸﾞｯﾃｬｰ  099 擽ったい 

ｸｽｸﾞﾗｶｽ  100 くすぐる 

ｸｽｸﾞﾙ  039 崩れる 

ｸｽｸﾞﾙ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞｸﾞﾙ  100 くすぐる 

ｸｽｸﾞﾙｽ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｽｯﾎﾟｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｯﾎﾟｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞｯﾎﾟｸｻｾﾙ  100 くすぐる 

ｸｽﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾞｽﾞﾊﾞｽ  100 くすぐる 

ｸｽﾋﾞ  016 黒子 

ｸﾞｽﾋﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｽﾋﾞｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸｽﾌﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｽﾌﾞｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸｽﾌﾞﾙ  100 くすぐる 

ｸｽﾍﾞ  016 黒子 

ｸｽﾍﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞﾍﾞｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸｽﾍﾞﾛ  016 黒子 

ｸｽﾎﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｽﾎﾞﾙ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞﾏｼﾃﾔﾙ  100 くすぐる 

ｸｽﾏｽ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾏｽ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞﾏｽ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞﾐｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾐｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞﾐｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸｽﾞﾑ  039 崩れる 

ｸｽﾑｽ  100 くすぐる 

ｸｽﾑｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｽﾑｯﾃ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞﾑｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸｽﾑﾙ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞﾒｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞﾒｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾒﾙ  100 くすぐる 

ｸｽﾓｽ  100 くすぐる 

ｸﾞｽﾞﾓｽ  100 くすぐる 

ｸｽﾓｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞﾓｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｽﾓｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸｽﾞﾓｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾞｽﾞﾓｯﾃﾔﾙ  100 くすぐる 

ｸｽﾓｯﾄｲ  099 擽ったい 

ｸｽﾓﾙ  100 くすぐる 

ｸｽﾞﾚｵﾁﾙ  039 崩れる 

ｸｽﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ｸｽﾞﾚﾙ  075 もつれる 

ｸﾞｽﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ｸｽﾞﾝｽﾙ  075 もつれる 

ｸｽﾞﾝﾅﾙ  075 もつれる 

ｸｿ  054 蚕の糞 

ｸｿ  076 鶏の糞 

ｸﾀﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾁｺﾞｴ  038 声 

ｸﾁｬｸﾁｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾂ  076 鶏の糞 

ｸﾂｲｼ  068 土台石 

ｸﾂｶﾞｽ  100 くすぐる 

ｸｯｸﾞｽ  100 くすぐる 

ｸﾂｸﾞｽ  100 くすぐる 

ｸﾂｸﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸｯﾁｬﾗｶｼ  051 食べ残し 

ｸｯﾁﾗｶｼ  051 食べ残し 
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ｸﾂﾑｽ  100 くすぐる 

ｸﾂﾑｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾂﾑｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾂﾑﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾂﾓｽ  100 くすぐる 

ｸﾂﾓｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾂﾓｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｸﾃﾞ  075 もつれる 

ｸﾃﾞｧｰ  081 しなさい 

ｸﾃﾞｯｶ  075 もつれる 

ｸﾃﾞｯｶｰﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞｯｶｽﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞｯｶﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞｯｶﾝﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞﾆｼﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞﾆｽﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞﾗﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞﾝｽﾙ  075 もつれる 

ｸﾃﾞﾝﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾄﾞ  070 台所 

ｸﾄﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｸﾄﾞﾊﾞﾀ  070 台所 

ｸﾄﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ｸﾇｷﾞ  044 竹やぶ 

ｸﾈ  044 竹やぶ 

ｸﾈｰ  044 竹やぶ 

ｸﾈｸﾈ  044 竹やぶ 

ｸﾋﾞｳﾏ  018 肩車 

ｸﾋﾞﾃﾝｶﾞｲ  018 肩車 

ｸﾏﾝﾊﾞﾚ  037 ひょうそ 

ｸﾞﾐ  102 桑の実 

ｸﾐｵﾁﾙ  039 崩れる 

ｸﾑ  039 崩れる 

ｸﾑ  075 もつれる 

ｸﾖｶﾞｷﾚﾙ  039 崩れる 

ｸﾖﾆﾅｯﾀ  039 崩れる 

ｸﾗｲﾉｺｼ  051 食べ残し 

ｸﾘﾓｯﾀｲ  099 擽ったい 

ｸﾘｬ  084 来れば 

ｸﾘｬｰ  084 来れば 

ｸﾘｬｰｲｲ  084 来れば 

ｸﾘｬｰｲｲﾆ  084 来れば 

ｸﾘｬｰﾉｺｼ  051 食べ残し 

ｸﾘｮｰ  084 来れば 

ｸﾘｮｰﾊﾞ  084 来れば 

ｸﾙ  039 崩れる 

ｸﾙｳ  075 もつれる 

ｸﾙｼﾞｬｰﾈｰ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬｰﾈｰﾄﾞ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬﾅｲ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬﾆｬｰ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬﾆｬｰﾖ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬﾈｰ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬﾈｰｿﾞ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬﾈｰｿﾞｰ  090 来るな 

ｸﾙｼﾞｬﾈｰﾖ  090 来るな 

ｸﾙﾅ  090 来るな 

ｸﾙﾅﾖ  090 来るな 

ｸﾙﾏﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｸﾙﾐ  042 踵 

ｸﾙﾝｼﾞｬﾈｰﾖ  090 来るな 

ｸﾞﾚ  040 仲良し 

ｸﾚﾊﾞ  084 来れば 

ｸﾚﾊﾞｲｲ  084 来れば 

ｸﾚﾊﾞｲｲﾆ  084 来れば 

ｸﾛｱｻﾞ  016 黒子 

ｸﾛｷﾞｽ  063 コオロギ 

ｸﾛｷﾞﾓ  097 心臓 

ｸﾛｸｽﾍﾞ  016 黒子 

ｸﾛﾀﾏ  013 瞳 

ｸﾛﾀﾞﾏ  013 瞳 

ｸﾛｯﾀﾏ  013 瞳 

ｸﾛﾌﾞｷ  097 心臓 

ｸﾛﾎﾞｸﾛ  016 黒子 

ｸﾛﾎﾞｼ  013 瞳 

ｸﾛﾎﾞﾄｹ  013 瞳 

ｸﾛﾏﾒ  050 空豆 

ｸﾛﾐ  013 瞳 

ｸﾛﾒ  013 瞳 

ｸﾛﾒ  016 黒子 

ｸﾛﾒﾉﾎｼ  013 瞳 

ｸﾛﾒﾝ  013 瞳 

ｸﾜｲ  046 目高 

ｸﾜｲﾁｺﾞ  102 桑の実 

ｸﾜｸﾞﾐ  102 桑の実 

ｸﾜｽﾞﾐ  102 桑の実 

ｸﾜﾉﾐ  102 桑の実 

ｸﾜﾉﾐﾂ  102 桑の実 

ｸﾜﾎﾞｺｻﾝ  053 蚕 

ｸﾜﾐﾂ  102 桑の実 

ｸﾝﾅ  090 来るな 

ｸﾝﾅﾖ  090 来るな 

ｸﾝﾊﾞ  039 崩れる 

ｸﾝﾊﾞｶﾞﾃﾞｷﾀ  039 崩れる 

ｸﾝﾊﾞｶﾞﾃﾞﾙ  039 崩れる 

ｹｲｼ  076 鶏の糞 

ｹｲｼｮ  076 鶏の糞 

ｹｲﾄｰ  047 血統 

ｹｲﾌ  076 鶏の糞 



16 

 

ｹｲﾌﾝ  076 鶏の糞 

ｹｪｰｺ  053 蚕 

ｹｪｰﾙ  004 蛙 

ｹｪｰﾛ  004 蛙 

ｹｪｰﾛ  004 蛙 

ｹｰｹﾚ  076 鶏の糞 

ｹｰｺ  053 蚕 

ｹｰｺﾞ  053 蚕 

ｹｰｼ  076 鶏の糞 

ｹｰｼﾞ  076 鶏の糞 

ｹｰｼﾀ  021 鬼ごっこ 

ｹｰｼｮ  076 鶏の糞 

ｹｰｼｮｰ  076 鶏の糞 

ｹｰｽ  039 崩れる 

ｹｰｽﾞ  047 血統 

ｹｰｿ  076 鶏の糞 

ｹｰﾀﾗｲｲﾗ  094 書きなさい 

ｹｰﾁｬ  094 書きなさい 

ｹｰﾃｵｸﾝﾈｰ  094 書きなさい 

ｹｰﾃｸﾀﾞｻｲ  094 書きなさい 

ｹｰﾃｸﾃﾞｰ  094 書きなさい 

ｹｰﾃｸﾃﾞｰﾖ  094 書きなさい 

ｹｰﾃｸﾘｮｰ  094 書きなさい 

ｹｰﾃｸﾚ  094 書きなさい 

ｹｰﾃﾐﾛ  094 書きなさい 

ｹｰﾃﾐﾛﾔﾚ  094 書きなさい 

ｹｰﾃﾓｰﾚｰﾃｰ  094 書きなさい 

ｹｰﾄ  047 血統 

ｹｰﾄｰ  047 血統 

ｹｰﾄｵｸﾝﾈｰ  094 書きなさい 

ｹｰﾄｸﾘｮｰ  094 書きなさい 

ｹｰﾄｸﾘｮｰﾔﾚ  094 書きなさい 

ｹｰﾄｸﾚ  094 書きなさい 

ｹｰﾄｸﾝﾈ  094 書きなさい 

ｹｰﾄｯﾃｲｲﾗﾔﾚ  094 書きなさい 

ｹｰﾌﾝ  076 鶏の糞 

ｹｰﾙ  004 蛙 

ｹﾞｰﾙ  004 蛙 

ｹﾞｪﾙｯｺ  003 御玉杓子 

ｹﾞｴﾙｯｺ  003 御玉杓子 

ｹﾞｰﾙｯｺ  003 御玉杓子 

ｹﾞｰﾙｯﾀ  004 蛙 

ｹﾞｰﾙｯﾁｮ  004 蛙 

ｹﾞｰﾙﾎﾞｰ  004 蛙 

ｹｰﾚﾊﾞ  084 来れば 

ｹｰﾛ  004 蛙 

ｹﾞｪﾛ  004 蛙 

ｹﾞｰﾛ  004 蛙 

ｹﾞｰﾛｯｺ  003 御玉杓子 

ｹﾞｰﾛｯｺ  004 蛙 

ｹﾞｰﾛﾉｺ  003 御玉杓子 

ｹﾞｰﾛﾉﾀﾏｺﾞ  003 御玉杓子 

ｹｰﾛﾝﾍﾞｰ  004 蛙 

ｹｰﾛﾝﾎﾞｰ  004 蛙 

ｹﾞｰﾝｹﾞﾝ  049 タンポポ 

ｹｷﾘﾑｼ  063 コオロギ 

ｹﾞｹﾞﾘ  063 コオロギ 

ｹｺﾞ  053 蚕 

ｹｻｶｶｰ  063 コオロギ 

ｹｻｯｶｶｰ  063 コオロギ 

ｹｻﾉｶｶｰ  063 コオロギ 

ｹｻﾉｶｶﾀ  063 コオロギ 

ｹｻﾝﾏｲ  001 蝸牛 

ｹﾞｼﾞｹﾞｼﾞ  002 なめくじ 

ｹｼｮｳｽﾙ  078 お化粧する 

ｹｼｮｰ  078 お化粧する 

ｹｼｮｰｼﾃｼｬﾚﾙ  078 お化粧する 

ｹｼｮｰｽﾙ  078 お化粧する 

ｹﾞｽ  076 鶏の糞 

ｹｿﾝﾏｲ  001 蝸牛 

ｹｿﾝﾒ  001 蝸牛 

ｹｿﾝﾒｰ  001 蝸牛 

ｹﾁｬｯﾎﾟ  049 タンポポ 

ｹﾂｴﾝ  047 血統 

ｹﾂｿﾞｸ  047 血統 

ｹｯﾄ  047 血統 

ｹｯﾄｳ  047 血統 

ｹｯﾄｰ  047 血統 

ｹﾃﾞｰ  096 狭い 

ｹﾄﾞﾙ  078 お化粧する 

ｹﾊﾞﾙ  078 お化粧する 

ｹﾞﾊﾞﾙ  078 お化粧する 

ｹﾌﾞ  025 湯気 

ｹﾌﾞﾘ  025 湯気 

ｹﾎﾞｰ  078 お化粧する 

ｹﾑ  025 湯気 

ｹﾞﾔﾊﾟｼﾗ  060 次男 

ｹﾙ  020 する(片足) 

ｹﾞﾝ  056 げんこつ 

ｹﾞﾝｶﾝ  069 土間 

ｹﾞﾝｶﾝ  071 入口 

ｹﾞﾝｶﾝｸﾞﾁ  071 入口 

ｹﾞﾝｶﾝｻｷ  071 入口 

ｹﾝｹﾝ  019 片足飛 

ｹﾝｹﾝｱｻﾋﾞ  019 片足飛 

ｹﾝｹﾝｳﾏ  019 片足飛 

ｹﾝｹﾝﾊﾟｰ  019 片足飛 

ｹﾞﾝｺ  056 げんこつ 

ｹﾞﾝｺﾂ  056 げんこつ 

ｹﾞﾝｺﾞﾂ  056 げんこつ 
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ｹﾞﾝｺﾂﾀﾞﾏ  056 げんこつ 

ｹﾞﾝｺﾌﾞｼ  056 げんこつ 

ｹﾞﾝｼﾞｰ  019 片足飛 

ｹﾞﾝｼﾞﾏﾒ  080 落花生 

ｹﾞﾝﾀﾛｰｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｹﾞﾝﾁｸ  056 げんこつ 

ｹﾝﾄﾞｰｽ  052 松の実 

ｹﾝﾄﾞｽ  052 松の実 

ｹﾞﾝﾄﾂ  056 げんこつ 

ｹﾞﾝﾔ  044 竹やぶ 

ｺｲ  038 声 

ｺｲﾊﾞ  084 来れば 

ｺｲﾊﾞｲｲﾆ  084 来れば 

ｺｴ  038 声 

ｺｴﾊﾞ  084 来れば 

ｺｴﾝ  038 声 

ｺｰ  042 踵 

ｺｰ  084 来れば 

ｺｰﾊﾞ  084 来れば 

ｺｰﾊﾞｲｲ  084 来れば 

ｺｰﾊﾞｲｲﾆ  084 来れば 

ｺｰﾊﾞﾖｶｯﾀﾆ  084 来れば 

ｺｰﾊﾞﾖｶｯﾀﾉﾆ  084 来れば 

ｺｰﾒﾝｼﾞｮ  046 目高 

ｺｰﾔ  084 来れば 

ｺｰﾗｷｰ  063 コオロギ 

ｺｰﾗﾝ  063 コオロギ 

ｺｰﾘ  022 つらら 

ｺｰﾘｰ  022 つらら 

ｺｰﾘﾉｱﾒﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ｺｰﾘﾉﾂｽﾞﾗ  022 つらら 

ｺｰﾘﾉﾂﾙｼﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ｺｰﾘﾉﾎﾞｰ  022 つらら 

ｺｵﾘﾊﾞｼﾗ  022 つらら 

ｺｰﾘﾊﾞｼﾗ  022 つらら 

ｺｰﾘﾎﾞｰ  022 つらら 

ｺｰﾘﾝ  022 つらら 

ｺｰﾘﾝﾎﾞ  022 つらら 

ｺｰﾘﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ｺｵﾛｷﾞ  063 コオロギ 

ｺｰﾛｷﾞ  063 コオロギ 

ｺｰﾛｷﾟ  063 コオロギ 

ｺｰﾛｹﾞ  063 コオロギ 

ｺﾞｶﾞﾂﾏﾒ  050 空豆 

ｺｷﾞ  027 すり棒 

ｺｸｿ  054 蚕の糞 

ｺｸﾌﾝ  054 蚕の糞 

ｺｹ  081 しなさい 

ｺｺﾞﾙ  075 もつれる 

ｺｼｲ  067 小さい 

ｺｼｶ  054 蚕の糞 

ｺｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ｺｼﾞｷﾅ  075 もつれる 

ｺｼﾞｷﾒ  012 麦粒腫 

ｺｼｼﾀ  054 蚕の糞 

ｺｼﾀ  054 蚕の糞 

ｺﾞｼｬｺﾞｼｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｺｼﾗｴﾙ  024 煮る 

ｺｼﾘ  054 蚕の糞 

ｺｼﾞﾘ  054 蚕の糞 

ｺｼﾘｼﾀ  054 蚕の糞 

ｺｼﾞﾘｼﾀ  054 蚕の糞 

ｺｼﾞﾚｾｷ  079 百日咳 

ｺﾞｼﾝｷｬｸ  045 里帰り 

ｺｽｲ  067 小さい 

ｺｽﾞｶﾞｵ  073 あばた 

ｺｽﾞﾗ  022 つらら 

ｺｾｰﾙ  024 煮る 

ｺｿｸ  054 蚕の糞 

ｺｿｯﾊﾟｲ  099 擽ったい 

ｺﾞﾀ  005 蟇蛙 

ｺﾀﾏ  003 御玉杓子 

ｺﾁｮﾓｽ  100 くすぐる 

ｺﾂ  056 げんこつ 

ｺｯｸｿ  054 蚕の糞 

ｺﾂｽﾞｲ  011 背骨 

ｺﾞｯﾀﾗ  005 蟇蛙 

ｺｯﾂﾝ  056 げんこつ 

ｺﾞｯﾃｰﾛ  005 蟇蛙 

ｺﾞｯﾄｳ  005 蟇蛙 

ｺﾞｯﾄｺﾞﾄﾝ  005 蟇蛙 

ｺﾞｯﾄﾗ  005 蟇蛙 

ｺﾞｯﾄﾘ  004 蛙 

ｺﾞｯﾄﾘ  005 蟇蛙 

ｺﾞｯﾄﾝﾍﾞｰ  005 蟇蛙 

ｺﾂﾑｽ  100 くすぐる 

ｺﾂﾝ  056 げんこつ 

ｺﾞﾄ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄｳ  005 蟇蛙 

ｺﾄﾞｰ  097 心臓 

ｺﾞﾄｰ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄｰｹﾞｰﾛ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄｰﾊﾞﾝﾊﾞ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄｰﾍﾞｰ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄｺﾞﾄ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄｻﾝ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄﾍﾞｰ  005 蟇蛙 

ｺﾞﾄﾞﾍﾞｪｰ  005 蟇蛙 

ｺﾄﾞﾓﾉﾏｲｶｹ  015 涎掛(大) 
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ｺﾄﾞﾘ  097 心臓 

ｺﾞﾄﾝﾍﾞｪ  004 蛙 

ｺﾞﾄﾝﾍﾞｰ  005 蟇蛙 

ｺﾅﾝﾃﾞｸﾘｮｰ  090 来るな 

ｺﾈﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ｺﾌﾞ  075 もつれる 

ｺﾌﾞｼ  056 げんこつ 

ｺﾌﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｺﾌﾞﾋｷ  005 蟇蛙 

ｺﾌﾞﾘ  067 小さい 

ｺﾌﾞﾙｼｷ  055 風呂敷 

ｺﾌﾝ  054 蚕の糞 

ｺﾎﾞ  060 次男 

ｺﾎﾞｰ  060 次男 

ｺﾎﾞﾚﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｺﾏｲ  067 小さい 

ｺﾞﾏｽﾘ  026 すり鉢 

ｺﾏｯｺｲ  067 小さい 

ｺﾏｯﾀｽﾞﾗ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀｽﾞﾗｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀｽﾞﾗｶ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀｽﾞﾗﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾀﾞﾛｳ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾀﾞﾛｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾀﾞﾛﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾀﾞﾝﾍﾞｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀｯｹﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀｯﾂﾗ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾂﾗﾆ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾃﾞｼｮｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾃﾞｽﾗﾈｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾅ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾗ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾗｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾗﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾗﾖ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾛｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾝﾋﾞｬｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾝﾍﾞｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾝﾍﾞｰﾅ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾀﾝﾍﾞｰﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾁﾗﾖ  083 困っただろう 

ｺﾏｯっﾗ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯっﾗﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾆ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾆｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾈｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾔﾚ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾖ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾖﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾂﾗﾜｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾄｰｽﾞﾗ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾄｰｽﾞﾗﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾄｽﾞﾗ  083 困っただろう 

ｺﾏｯﾗﾅｰ  083 困っただろう 

ｺﾏﾙ  086 駄目だ 

ｺﾒｻﾞ  046 目高 

ｺﾒｻﾞｺ  046 目高 

ｺﾒﾀﾞ  046 目高 

ｺﾒﾀﾞｰ  046 目高 

ｺﾒｯｶ  046 目高 

ｺﾞﾒﾝｺ  046 目高 

ｺﾒﾝｻﾞｰ  046 目高 

ｺﾞﾖｰｼ  033 婿養子 

ｺﾛｷﾞﾘ  063 コオロギ 

ｺﾜｲﾛ  038 声 

ｺﾜｷﾞﾚﾙ  077 化膿する 

ｺﾝ  096 狭い 

ｺﾝｶﾞﾗｶﾙ  075 もつれる 

ｺﾝｶﾞﾗｶﾞﾙ  075 もつれる 

ｺﾝｶﾞﾙ  075 もつれる 

ｺﾝｸﾞﾗｶﾙ  075 もつれる 

ｺﾝｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ｺﾞﾝﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ｺﾞﾝﾊﾞﾁｱﾄﾒ  061 末の子 

ｺﾝﾋﾞｰ  067 小さい 

ｺﾝﾎﾞ  073 あばた 

ｺﾝﾎﾞｰ  027 すり棒 

ｺﾝﾒｰ  067 小さい 

ｻﾞｲｺﾏｷﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｻｶｴ  015 涎掛(大) 

ｻｶﾔ  015 涎掛(大) 

ｻｶﾞﾘｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ｻｶﾘﾓ  074 にきび 

ｻｶﾞﾙ  039 崩れる 

ｻｸﾗﾐﾐｽﾞ  064 みみず 

ｻﾞｺ  046 目高 

ｻｻｷﾞﾏﾒ  050 空豆 

ｻｻﾔﾌﾞ  044 竹やぶ 

ｻｾｯｼｬｰ  081 しなさい 

ｻﾞｯｺ  046 目高 

ｻｯｼｪｰ  081 しなさい 

ｻｯｼｬｰ  081 しなさい 

ｻｯｾｰ  081 しなさい 

ｻｯﾍﾟ  022 つらら 

ｻﾄｰｷﾋﾞ  029 玉蜀黍 
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ｻﾄｶﾞｴｼ  045 里帰り 

ｻﾄｶﾞｪﾘ  045 里帰り 

ｻﾄｶﾞｴﾘ  045 里帰り 

ｻﾄｷﾞｬｰｼ  045 里帰り 

ｻﾄｷﾞｬｰﾘ  045 里帰り 

ｻﾄｹﾞｪｰｼ  045 里帰り 

ｻﾄｹﾞｰﾘ  045 里帰り 

ｻﾄｹｰﾙ  045 里帰り 

ｻﾔﾏﾒ  050 空豆 

ｻﾞﾚｵﾁﾙ  039 崩れる 

ｻﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ｻﾝｻ  054 蚕の糞 

ｻﾝｻﾞ  054 蚕の糞 

ｻﾝｻﾝ  054 蚕の糞 

ｻﾝｼｬ  054 蚕の糞 

ｻﾝﾄﾞｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｻﾝﾄｸｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｻﾝﾄﾞｾｰ  028 馬鈴薯 

ｻﾝﾄﾞｾｰｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｻﾝﾄﾞﾏｷ  028 馬鈴薯 

ｻﾞﾝﾊﾟﾝ  051 食べ残し 

ｻﾝﾌﾟ  054 蚕の糞 

ｻﾝﾌﾟﾝ  054 蚕の糞 

ｻﾝﾌﾟﾝ  076 鶏の糞 

ｼｱﾝ  068 土台石 

ｼｱﾝｲｼ  068 土台石 

ｼｲｰﾚｾｷ  079 百日咳 

ｼｲﾘ  079 百日咳 

ｼｰﾘ  079 百日咳 

ｼｲﾘｶｾﾞ  079 百日咳 

ｼｰﾘｶｾﾞ  079 百日咳 

ｼｲﾘｾｷ  079 百日咳 

ｼｰﾘｾｷ  079 百日咳 

ｼｰﾘｯｶｾﾞ  079 百日咳 

ｼｰﾘｯｾｷ  079 百日咳 

ｼｰﾙｾｷ  079 百日咳 

ｼｲﾚ  079 百日咳 

ｼｰﾚ  079 百日咳 

ｼｲﾚｶｾﾞ  079 百日咳 

ｼｰﾚｶｾﾞ  079 百日咳 

ｼｲﾚｾｷ  079 百日咳 

ｼｰﾚｾｷ  079 百日咳 

ｼｰﾚｾﾞｷ  079 百日咳 

ｼｲﾚｯｶｾﾞ  079 百日咳 

ｼｲﾚｯｾｷ  079 百日咳 

ｼｰﾚｯｾｷ  079 百日咳 

ｼﾞｪｹﾞｰﾓ  028 馬鈴薯 

ｼｷｨｲｼ  068 土台石 

ｼｷｲｼ  068 土台石 

ｼｷﾞﾎﾞｸﾛ  016 黒子 

ｼﾞｷﾞｮｰ  068 土台石 

ｼﾞｷﾞｮｰｲｼ  068 土台石 

ｼﾞｸﾞﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｼﾞｺﾞｸｵｼｮﾛ  057 彼岸花 

ｼﾞｺﾞｸﾉﾊﾝ  016 黒子 

ｼﾞｺﾞｸﾉﾊﾝｺ  016 黒子 

ｼﾞｺﾞｸﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｼﾞｺﾞｸﾘﾏﾒ  080 落花生 

ｼﾞｺﾞｺｰｼｮﾛｰ  057 彼岸花 

ｼｻﾞｰ  020 する(片足) 

ｼｻｯｾｰ  081 しなさい 

ｼｼｸﾞ  100 くすぐる 

ｼｼｬｰ  081 しなさい 

ｼﾞｼﾝﾙｲ  048 親類 

ｼﾞｿﾞｰｻﾝ  013 瞳 

ｼﾀｶﾞﾘ  074 にきび 

ｼﾀﾃﾙ  058 締める 

ｼﾀﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ｼﾁｬｰ  020 する(片足) 

ｼﾁｬｰ  081 しなさい 

ｼﾁｬｰﾅ  081 しなさい 

ｼﾁｬｰﾖ  081 しなさい 

ｼﾁｮ  081 しなさい 

ｼﾁﾘｾｷ  079 百日咳 

ｼﾞｯｷｰ  031 左利き 

ｼｯｸｲ  068 土台石 

ｼｯｺ  061 末の子 

ｼｯｼｬｰ  081 しなさい 

ｼｯﾀﾃﾙ  058 締める 

ｼｯﾁｬｰ  081 しなさい 

ｼﾞｯﾄ  001 蝸牛 

ｼﾞｯﾄﾊﾞｯﾄ  001 蝸牛 

ｼｯﾊﾟﾚ  061 末の子 

ｼｯﾌﾟﾘ  061 末の子 

ｼｯﾎﾟ  061 末の子 

ｼﾃ  081 しなさい 

ｼﾃﾞ  081 しなさい 

ｼﾃｰ  081 しなさい 

ｼﾃｵｸﾚ  081 しなさい 

ｼﾃｵｸﾝﾅｯﾃ  081 しなさい 

ｼﾃｵｸﾝﾈｰ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾀﾞｲ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾀﾞｻｲ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾀﾞｾｰ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾃﾞｰ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾖｰﾔﾚ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾘｮ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾘｮｰ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾘｮｵ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾘｮｰﾔﾚ  081 しなさい 
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ｼﾃｸﾙ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾚ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾚﾁｬｰ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾚｯﾁｬｰ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾚﾅｲ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾚﾈｰｶ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾚﾖ  081 しなさい 

ｼﾃｸﾝﾈｰ  081 しなさい 

ｼﾃｹｰﾛ  081 しなさい 

ｼﾃｺｰ  081 しなさい 

ｼﾃｯﾁｮ  081 しなさい 

ｼﾄｵｸﾚ  081 しなさい 

ｼﾄｰｸﾚ  081 しなさい 

ｼﾄｸﾘｮｰﾔﾚ  081 しなさい 

ｼﾄｸﾚ  081 しなさい 

ｼﾄｸﾚｰ  081 しなさい 

ｼﾄｸﾚﾅ  081 しなさい 

ｼﾄｸﾝﾅｯﾃ  081 しなさい 

ｼﾄｸﾝﾈ  081 しなさい 

ｼﾄｸﾝﾈｰ  081 しなさい 

ｼﾄﾐ  013 瞳 

ｼﾄﾒ  013 瞳 

ｼﾅ  081 しなさい 

ｼﾅｷｬｲｹﾝ  081 しなさい 

ｼﾅｻｲ  081 しなさい 

ｼﾅﾖ  081 しなさい 

ｼﾅﾖｰ  081 しなさい 

ｼﾞﾅﾝ  060 次男 

ｼﾞﾅﾝﾎﾞ  060 次男 

ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰ  060 次男 

ｼﾞﾅﾝﾎﾞｰﾔﾛｰ  060 次男 

ｼﾞﾅﾝﾎﾞﾝ  060 次男 

ｼﾞﾅﾝｰ  060 次男 

ｼﾆﾎﾞｸﾛ  016 黒子 

ｼﾆﾓ  028 馬鈴薯 

ｼﾊﾝ  068 土台石 

ｼﾊﾝｲｼ  068 土台石 

ｼﾋﾚｾｷ  079 百日咳 

ｼﾍﾞｰ  081 しなさい 

ｼﾍﾞｰﾅ  081 しなさい 

ｼﾏ  006 縞蛇 

ｼﾏｰｯｺ  061 末の子 

ｼﾏｲｯｺ  061 末の子 

ｼﾏｶﾞｴﾙ  004 蛙 

ｼﾏｯﾊﾟﾘ  006 縞蛇 

ｼﾏﾄｶｹﾞ  007 とかげ 

ｼﾏﾅﾒﾗ  006 縞蛇 

ｼﾏﾅﾒﾛ  006 縞蛇 

ｼﾏﾍｰﾋﾞ  006 縞蛇 

ｼﾏﾍﾋﾞ  006 縞蛇 

ｼﾏﾍ-ﾋﾞ  006 縞蛇 

ｼﾏﾍﾍﾞ  006 縞蛇 

ｼﾞﾏﾒ  080 落花生 

ｼﾐ  016 黒子 

ｼﾐｰｯｺ  061 末の子 

ｼﾐﾎﾞｸﾛ  016 黒子 

ｼﾐｬｧｰｺ  061 末の子 

ｼﾐｬｰｺ  061 末の子 

ｼﾐﾔｰｺ  061 末の子 

ｼﾐｬｰｯｺ  061 末の子 

ｼﾐｬｯｺ  061 末の子 

ｼﾞﾑｸﾞﾘ  006 縞蛇 

ｼﾑﾗｼ  072 寝小便 

ｼﾒｲｯｺ  061 末の子 

ｼﾒｪｰｺ  061 末の子 

ｼﾒｪｰｯｺ  061 末の子 

ｼﾒｰｺ  061 末の子 

ｼﾒｪｯｺ  061 末の子 

ｼﾒｰｯｺ  061 末の子 

ｼﾒｰﾔﾛｰ  061 末の子 

ｼﾒｯｺ  061 末の子 

ｼﾒｯﾊﾟﾚｰ  061 末の子 

ｼﾒﾙ  058 締める 

ｼﾞﾓｸﾞﾘ  006 縞蛇 

ｼﾞﾓｸﾞﾘ  080 落花生 

ｼﾞﾓｸﾞﾘﾍﾋﾞ  006 縞蛇 

ｼﾞﾓｸﾘﾏﾒ  080 落花生 

ｼﾞﾓｸﾞﾘﾏﾒ  080 落花生 

ｼｬｰｶﾞﾚ  081 しなさい 

ｼﾞｬｶﾞｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼﾞｬｶﾞﾀｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼﾞｬｶﾞﾀﾗ  028 馬鈴薯 

ｼﾞｬｶﾞﾀﾗｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼﾞｬｶﾞﾀﾘｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼﾞｬｶﾞﾀﾛ  028 馬鈴薯 

ｼﾞｬｶﾞﾗ  028 馬鈴薯 

ｼﾞｬｶﾞﾗｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼｬｶﾝﾔｽﾙ  078 お化粧する 

ｼｬｸﾝﾁｾｷ  079 百日咳 

ｼｬｹﾌﾞｸﾛ  057 彼岸花 

ｼﾞｬｼﾞｬﾐ  003 御玉杓子 

ｼﾞｬｽﾞ  073 あばた 

ｼｬｯｾｰ  081 しなさい 

ｼｬﾃｲ  060 次男 

ｼｬﾃｰ  060 次男 

ｼｬﾃｰ  061 末の子 

ｼｬﾃﾞｰ  060 次男 

ｼｬﾃｰｯｺ  060 次男 

ｼｬﾃｰｯｺｿﾞｰ  060 次男 

ｼﾞｬﾉｺｲﾓ  028 馬鈴薯 
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ｼﾞｬﾎｰｼﾞ  030 蕗の薹 

ｼﾞｬﾘｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼｬﾚﾙ  078 お化粧する 

ｼﾞｬﾚﾙ  039 崩れる 

ｼﾞｬﾝｶ  073 あばた 

ｼﾞｬﾝｶﾞﾗｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼｬﾝｼｬﾝｺ  018 肩車 

ｼﾞｭｰﾛｸ  050 空豆 

ｼﾞｭｽﾞﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｼﾞｮｳｰｷ  025 湯気 

ｼｮｰ  081 しなさい 

ｼﾞｮｰｷ  025 湯気 

ｼﾞｮｰｸﾞﾁ  071 入口 

ｼﾞﾖｰｸﾞﾁ  071 入口 

ｼｮｰｺｰｸﾞﾁ  071 入口 

ｼｮｰｺｸ  060 次男 

ｼｮｰｼﾞｮｰﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｼｮｰﾖ  081 しなさい 

ｼｮｰﾘｰﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｼﾞｮｰﾘﾉｷﾄﾞ  069 土間 

ｼｮｰﾘｮｰﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｼｮｰﾘｮｰﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｼｮｰﾘｮｰﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｼｮｰﾘｮｰﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｼｮｰﾘｮｻﾝ  062 赤とんぼ 

ｼｮｰﾘﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｼｮｰﾛﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｼｮｰﾛﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ｼﾞｮｯｷ  031 左利き 

ｼﾞｮｯｷ  043 びっこ 

ｼﾞｮｯｹ  031 左利き 

ｼﾞｮﾋﾞｰ  003 御玉杓子 

ｼﾞｮﾋﾞｯｺ  003 御玉杓子 

ｼﾗｯｼｰ  081 しなさい 

ｼﾗｯｼｬ  081 しなさい 

ｼﾗｯｼｬｰ  081 しなさい 

ｼﾗｯｼｬｰﾖ  081 しなさい 

ｼﾗｯｼｬｲ  081 しなさい 

ｼﾗｯｾｰ  081 しなさい 

ｼﾗﾐﾉﾀﾏ  041 虱の卵 

ｼﾗﾐﾉﾀﾏｺﾞ  041 虱の卵 

ｼﾘ  054 蚕の糞 

ｼﾘｶｾﾞ  079 百日咳 

ｼﾞﾘｷﾞﾘ  019 片足飛 

ｼﾘﾉｺ  061 末の子 

ｼﾘﾚｾﾞｷ  079 百日咳 

ｼﾙ  020 する(片足) 

ｼﾞﾙｲ  047 血統 

ｼﾞﾙｲ  048 親類 

ｼﾛ  081 しなさい 

ｼﾛｲ  081 しなさい 

ｼﾛｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼﾛｰ  081 しなさい 

ｼﾞﾛｰ  060 次男 

ｼﾛｼ  081 しなさい 

ｼﾛｼｰ  081 しなさい 

ｼﾛｼﾈ  081 しなさい 

ｼﾛｼﾈｰ  081 しなさい 

ｼﾛｼﾖｰ  081 しなさい 

ｼﾛｯｼ  081 しなさい 

ｼﾛｯｼﾈｰ  081 しなさい 

ｼﾛｯｼｬｰ  081 しなさい 

ｼﾛﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｼﾛﾔ  081 しなさい 

ｼﾛﾔｲ  081 しなさい 

ｼﾛﾔﾚ  081 しなさい 

ｼﾛﾖ  081 しなさい 

ｼﾛﾖｰ  081 しなさい 

ｼﾛﾘﾉﾊﾅ  057 彼岸花 

ｼﾝｷｬｸ  045 里帰り 

ｼﾞﾝｷﾞﾘ  019 片足飛 

ｼﾞﾝｷﾞﾘｶｯｺ  019 片足飛 

ｼﾝｸﾞﾘ  019 片足飛 

ｼﾝｸﾘｶｷ  019 片足飛 

ｼﾝｹ  020 する(片足) 

ｼﾝｹ  081 しなさい 

ｼﾝｺ  019 片足飛 

ｼﾝｺﾞ  019 片足飛 

ｼﾞﾝｺﾞ  019 片足飛 

ｼﾞﾝｺﾞｰ  019 片足飛 

ｼﾝｺｺ  019 片足飛 

ｼﾞﾝｺﾞｯｶｷ  019 片足飛 

ｼﾝｺｯｺ  019 片足飛 

ｼﾝｺﾞﾛ  019 片足飛 

ｼﾝｺﾝｺﾝ  019 片足飛 

ｼﾞﾝｼﾞｰﾀｹ  063 コオロギ 

ｼﾝｼﾞｯｺ  034 双生児 

ｼﾝｼｯｺｯｺ  019 片足飛 

ｼﾝｼｭｰｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｼﾝｼﾞｭｯｺ  034 双生児 

ｼﾝｾｷ  048 親類 

ｼﾝｾｷﾏｷ  048 親類 

ｼﾝｿﾞｳ  097 心臓 

ｼﾝｿﾞｰ  097 心臓 

ｼﾞﾝｿﾞｰﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ｼﾝﾄﾞｳ  097 心臓 

ｼﾝﾄﾞｰ  097 心臓 

ｼﾝﾉｿﾞｰ  097 心臓 

ｼﾝﾑﾗｼ  072 寝小便 

ｼﾝﾙｲ  048 親類 
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ｼﾝﾙｲﾏｷ  048 親類 

ｼﾞﾝﾛｸ  059 長男 

ｽｲｺｹﾞ  027 すり棒 

ｽｲｼﾞ  070 台所 

ｽｲｼﾞﾊﾞ  070 台所 

ｽｲｼﾞｮｰｷ  025 湯気 

ｽｲｽｲﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ｽｲｯﾁｮ  063 コオロギ 

ｽｲｯﾁｮﾝ  063 コオロギ 

ｽﾞｰｽﾞｰﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｽｴ  061 末の子 

ｽｴｲｼ  068 土台石 

ｽｴｰｯｺ  061 末の子 

ｽｴｺﾞ  061 末の子 

ｽｴｯｺ  061 末の子 

ｽｴﾉｺ  061 末の子 

ｽｴﾙ  009 据える 

ｽｷｲｼ  068 土台石 

ｽﾞｸｼ  075 もつれる 

ｽｸﾑ  039 崩れる 

ｽﾞｸﾑ  039 崩れる 

ｽｼﾞ  006 縞蛇 

ｽｼﾞ  047 血統 

ｽｼﾞｲﾘ  006 縞蛇 

ｽｼﾞｹｯﾄｰ  047 血統 

ｽｼﾞｯﾊﾟﾈ  006 縞蛇 

ｽｼﾞｯﾊﾟﾘ  006 縞蛇 

ｽｼﾞｯﾊﾟﾚ  006 縞蛇 

ｽｼﾞﾅ  006 縞蛇 

ｽｼﾞﾅﾒ  006 縞蛇 

ｽｼﾞﾅﾒﾗ  002 なめくじ 

ｽｼﾞﾅﾒﾗ  006 縞蛇 

ｽｼﾞﾊﾘ  006 縞蛇 

ｽｼﾞﾊﾞﾘ  006 縞蛇 

ｽｼﾞﾍﾋﾞ  006 縞蛇 

ｽｼﾞﾒ  047 血統 

ｽｼﾞｮｰ  047 血統 

ｽﾞｽﾞｰ  057 彼岸花 

ｽﾞｽﾞｰﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｽｽﾞﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｽﾞｽﾞﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｽｽﾞﾑｼ  063 コオロギ 

ｽﾀﾞﾚ  022 つらら 

ｽﾞｯｸﾑ  039 崩れる 

ｽﾞﾅｲ  065 大きい 

ｽﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｽﾉｺﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ｽﾍﾞﾘｵﾁﾙ  039 崩れる 

ｽﾍﾞﾘｸﾞｻ  057 彼岸花 

ｽﾞﾐ  102 桑の実 

ｽﾓｰﾄﾘﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ｽﾓﾓｯﾃｰ  099 擽ったい 

ｽﾘｺｷ  027 すり棒 

ｽﾘｺｷﾞ  026 すり鉢 

ｽﾘｺｷﾞ  027 すり棒 

ｽﾘｺｷﾞﾎﾞｰ  027 すり棒 

ｽﾘｺｷﾞﾎﾞｰｽﾞ  027 すり棒 

ｽﾘｺｹﾞ  027 すり棒 

ｽﾘｺｹﾟ  027 すり棒 

ｽﾘｺｹﾞﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ｽﾘｺｹﾞﾎﾞｰ  027 すり棒 

ｽﾘｺﾝﾎﾞｰ  027 すり棒 

ｽﾘﾂｷﾞ  027 すり棒 

ｽﾘﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ｽﾘﾊﾞﾁﾉﾎﾞｰ  027 すり棒 

ｽﾘﾎﾞｰ  027 すり棒 

ｽﾘﾎﾞｰｽﾞ  027 すり棒 

ｽﾙ  009 据える 

ｽﾙ  020 する(片足) 

ｽﾞﾙ  039 崩れる 

ｽﾙｺｷﾞ  027 すり棒 

ｽﾙﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ｽﾞﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ｽﾝｽﾞｹ  042 踵 

ｾｲｻﾞｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｾｲﾀﾞ  028 馬鈴薯 

ｾｲﾀﾞﾝﾎﾞｰ  028 馬鈴薯 

ｾｰｻﾞ  028 馬鈴薯 

ｾｰｾﾞｰﾓ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞｲｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞｭｰ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞﾕｰ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞﾕｰｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾗｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞﾝﾎﾞ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾀﾞﾝﾎﾞｰ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾃﾞｲﾓ  028 馬鈴薯 

ｾｰﾙ  009 据える 

ｾﾞｶｲ  065 大きい 

ｾｶﾞﾚ  059 長男 

ｾｶﾞﾚ  060 次男 

ｾｷｶｾﾞ  079 百日咳 

ｾｷｽﾞｲ  011 背骨 

ｾｷｽﾞｲｺﾂ  011 背骨 

ｾｷﾁｭｰ  011 背骨 

ｾｷﾂｲ  011 背骨 

ｾｷｯｶｾﾞ  079 百日咳 

ｾｽｼﾞ  011 背骨 
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ｾﾃﾞ  081 しなさい 

ｾﾅ  059 長男 

ｾﾉｵﾔﾎﾞﾈ  011 背骨 

ｾﾊﾞｲ  096 狭い 

ｾﾊﾞｯﾃｰ  096 狭い 

ｾﾋﾞｰ  096 狭い 

ｾﾋﾞｬｰ  096 狭い 

ｾﾍﾞｰ  096 狭い 

ｾﾍﾞｯﾃｰ  096 狭い 

ｾﾍﾞｬｰ  096 狭い 

ｾﾎﾞﾈ  011 背骨 

ｾﾏｲ  096 狭い 

ｾﾏｸﾞﾁ  071 入口 

ｾﾏｯｺｲ  096 狭い 

ｾﾏﾝ  096 狭い 

ｾﾐｬｰ  096 狭い 

ｾﾒｰ  096 狭い 

ｾﾝｶﾞｲ  026 すり鉢 

ｾﾝｹﾞｰ  026 すり鉢 

ｾﾝｾｷ  048 親類 

ｾﾝﾅ  081 しなさい 

ｾﾝﾎﾞﾈ  011 背骨 

ｿｰｾｲｼﾞ  034 双生児 

ｿｰｾｰｼﾞ  034 双生児 

ｿｰｿﾞｸﾆﾝ  059 長男 

ｿﾞｰﾓﾂ  098 肺臓 

ｿﾞｰﾘﾀｶｼ  017 竹馬 

ｿｰﾘｮ  059 長男 

ｿｰﾘｮｰ  034 双生児 

ｿｰﾘｮｰ  059 長男 

ｿｰﾘｮｰｻﾝ  059 長男 

ｿｰﾘｮｰﾑｽｺ  059 長男 

ｿｸ  023 炊く 

ｿﾀﾞﾚ  014 涎 

ｿﾄﾓﾉ  033 婿養子 

ｿﾉﾅｶ  048 親類 

ｿﾊﾞｶｽ  016 黒子 

ｿﾊﾞﾂﾌﾞ  016 黒子 

ｿﾗﾏﾒ  050 空豆 

ﾀﾞｲｲｼ  068 土台石 

ﾀﾞｲｺｸｲｼ  068 土台石 

ﾀﾞｲｺｸﾊﾞｼﾗ  059 長男 

ﾀﾞｲﾄﾞｰ  001 蝸牛 

ﾀﾞｲﾄﾞｺ  069 土間 

ﾀﾞｲﾄﾞｺ  070 台所 

ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛ  069 土間 

ﾀﾞｲﾄﾞｺﾛ  070 台所 

ﾀﾞｲﾊﾞﾝｼﾞｬｸ  022 つらら 

ﾀﾞｨｬｰﾄﾞｺ  069 土間 

ﾀﾞｲﾛ  001 蝸牛 

ﾀﾞｲﾛ  002 なめくじ 

ﾀｶｱｼ  017 竹馬 

ﾀｶｰｼ  017 竹馬 

ﾀｶｰﾊｼ  017 竹馬 

ﾀｶｲｼ  017 竹馬 

ﾀｶｲﾀｶｲ  018 肩車 

ﾀｶｳﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｶｳﾏ  017 竹馬 

ﾀｶｳﾏ  018 肩車 

ﾀｶｸﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｶｸﾞﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｶｸﾞﾙﾏ  018 肩車 

ﾀｶｸﾞﾚ  044 竹やぶ 

ﾀｶｼ  017 竹馬 

ﾀｶｼｰ  017 竹馬 

ﾀｶﾂﾝﾎﾞ  017 竹馬 

ﾀｶﾄ  042 踵 

ﾀｶﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ﾀｶﾊﾞｰｼ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾊｼ  017 竹馬 

ﾀｶﾊﾞｼ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾊﾞﾔｼ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾌﾞﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾍﾞｰｼ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾏ  018 肩車 

ﾀｶﾞﾏﾙ  075 もつれる 

ﾀｶﾏﾝｼﾞｮ  018 肩車 

ﾀｶﾑﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾑﾚｰ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾔﾌﾞ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾔﾍﾞ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾔﾎﾞ  044 竹やぶ 

ﾀｶﾔﾎﾞｰ  044 竹やぶ 

ﾀｷﾀﾞｼ  070 台所 

ﾀｷｬｰﾎﾞ  044 竹やぶ 

ﾀｷｬｰﾗ  044 竹やぶ 

ﾀｸ  023 炊く 

ﾀｸ  024 煮る 

ﾀｸﾞﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｸﾚﾙ  039 崩れる 

ﾀｹｱｼ  017 竹馬 

ﾀｹｱﾗ  044 竹やぶ 

ﾀｹｳﾏ  017 竹馬 

ﾀｹｰｼ  017 竹馬 

ﾀｹｸﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｹｸﾞﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｹｸﾞﾗ  044 竹やぶ 

ﾀｹｼ  017 竹馬 

ﾀｹｼﾀﾞﾚ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾀ  021 鬼ごっこ 
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ﾀｹｯｺ  021 鬼ごっこ 

ﾀｹｯﾊﾞﾔｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾉｸﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾊﾞｰｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾊｼ  017 竹馬 

ﾀｹﾊﾞｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾊﾞﾔｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾊﾞﾜｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾋﾞｬｰｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾌﾞﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾍﾞｪｰｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾍﾞｰｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾑﾈ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾑﾗ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾔﾊﾞｼ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾔﾌﾞ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾔﾎﾞ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾔﾎﾞｰ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾔﾗ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾔﾝ  044 竹やぶ 

ﾀｹﾜﾗ  044 竹やぶ 

ﾀﾞｺ  046 目高 

ﾀﾞｽ  039 崩れる 

ﾀﾀﾞｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾀﾀﾞﾏﾒ  050 空豆 

ﾀﾁｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ﾀﾁﾅﾒﾗ  006 縞蛇 

ﾀﾞﾁﾝﾊﾞ  018 肩車 

ﾀﾂ  058 締める 

ﾀﾂｶﾝﾄﾞ  006 縞蛇 

ﾀﾞｯｺ  046 目高 

ﾀﾂﾅﾒﾗ  006 縞蛇 

ﾀﾂﾉﾒﾗ  006 縞蛇 

ﾀﾂﾎﾞｯｸﾘ  052 松の実 

ﾀｯﾎﾟｯﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾀﾂﾏ  006 縞蛇 

ﾀﾂﾏﾄﾞﾘ  006 縞蛇 

ﾀﾂﾏﾄﾞﾛ  006 縞蛇 

ﾀﾂﾓﾄﾞﾛ  006 縞蛇 

ﾀﾃﾅﾒﾗ  006 縞蛇 

ﾀﾃﾙ  058 締める 

ﾀﾅﾓﾄ  070 台所 

ﾀﾈ  047 血統 

ﾀﾉﾋﾞｸ  003 御玉杓子 

ﾀﾉﾑﾖ  081 しなさい 

ﾀﾋﾞｸ  003 御玉杓子 

ﾀﾍﾞｶｹ  051 食べ残し 

ﾀﾍﾞﾁﾗｶｼ  051 食べ残し 

ﾀﾍﾞﾉｺｼ  051 食べ残し 

ﾀﾍﾞﾉｺﾘ  051 食べ残し 

ﾀﾍﾞﾜｹ  051 食べ残し 

ﾀﾍﾞﾜｹﾆｽﾙ  051 食べ残し 

ﾀﾎﾞﾄｹ  013 瞳 

ﾀﾏｺﾞ  041 虱の卵 

ﾀﾏｯｺ  003 御玉杓子 

ﾀﾏﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ﾀﾞﾒ  085 出来ない 

ﾀﾞﾒ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｲｴ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｰｼﾞｬﾝ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬｰﾈｰｶｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾆｬｰｶ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾈｰｶ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾈｰｹ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾈｰｼﾞｬﾝｶ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾈｶ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾝ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾝｶ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾝｹ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｼﾞｬﾝｹｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｽﾞﾗ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒｽﾞﾗﾖ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞ  085 出来ない 

ﾀﾞﾒﾀﾞ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰｿﾞｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰﾄﾞ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰﾅ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰﾆ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰﾈｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰﾖ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｰﾖｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｿﾞ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｿﾞｴｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞｿﾞｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾄﾞ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾄﾞｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾅｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾈ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾈｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾖ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾖｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾛ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾜ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾜｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾝ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾝﾍﾞｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾀﾞﾝﾍﾞｰﾜ  086 駄目だ 
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ﾀﾞﾒﾃﾞｺﾞｲｽﾖ  086 駄目だ 

ﾀﾒﾃﾞｼｮｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾃﾞｼｮｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾃﾞｼｮｰﾈ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾃﾞｼｮｰﾖ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾃﾞｽ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾃﾞｽﾖ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾄﾞ  086 駄目だ 

ﾀﾒﾄﾞｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾄﾞｰ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾄﾞｰｹ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾄﾞｰﾆ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾄﾞｰﾜ  086 駄目だ 

ﾀﾞﾒﾝﾅｰ  086 駄目だ 

ﾀﾙﾋ  022 つらら 

ﾀﾚｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ﾀﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ﾀﾛｰ  059 長男 

ﾀﾞﾝｼｬｸ  028 馬鈴薯 

ﾀﾞﾝｼｬｸｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾀﾝﾄﾞｸ  037 ひょうそ 

ﾀﾝﾍﾞｰ  082 寝ただろう 

ﾀﾝﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾀﾝﾎﾟｺ  049 タンポポ 

ﾀﾝﾎﾟｯﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾁ  047 血統 

ﾁｲｰｾｰ  067 小さい 

ﾁｨｰﾁｪｰ  096 狭い 

ﾁｰｹｰ  067 小さい 

ﾁｲｻｲ  067 小さい 

ﾁｲｻｲ  096 狭い 

ﾁｰｻｲ  067 小さい 

ﾁｰｻｲ  096 狭い 

ﾁｰｼｪｲ  067 小さい 

ﾁｰｼｬｰ  067 小さい 

ﾁｲｼﾔｰ  067 小さい 

ﾁｲｾｲ  067 小さい 

ﾁｲｾｪ  067 小さい 

ﾁｰｾｪ  067 小さい 

ﾁｲｾｴ  096 狭い 

ﾁｲｾｰ  067 小さい 

ﾁｲｾｰ  096 狭い 

ﾁｰｾｰ  067 小さい 

ﾁｰｾｰ  096 狭い 

ﾁｲｿｲ  067 小さい 

ﾁｰｿｲ  067 小さい 

ﾁｲﾁｪｰ  067 小さい 

ﾁｰﾁｪｰ  067 小さい 

ﾁｲﾁｬｲ  067 小さい 

ﾁｲﾁｬｲ  096 狭い 

ﾁｰﾁｬｲ  067 小さい 

ﾁｴﾈﾂ  079 百日咳 

ﾁｵﾋｸ  047 血統 

ﾁｶﾗｲｼ  068 土台石 

ﾁｷﾞﾘｺﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁｷﾞﾘｯｺ  019 片足飛 

ﾁｸ  056 げんこつ 

ﾁｸｲ  067 小さい 

ﾁｸﾊﾞ  017 竹馬 

ﾁｸﾓﾁ  056 げんこつ 

ﾁｸﾘ  067 小さい 

ﾁｸﾘﾝ  044 竹やぶ 

ﾁｼｬｰ  067 小さい 

ﾁｽｼﾞ  047 血統 

ﾁｽｼﾞｰ  047 血統 

ﾁｽﾞﾙ  047 血統 

ﾁｾｰ  067 小さい 

ﾁﾁｰｸﾞｻ  049 タンポポ 

ﾁﾁｸﾞｻ  049 タンポポ 

ﾁｯｶｲ  067 小さい 

ﾁｯｷｲ  067 小さい 

ﾁｯｷｰ  067 小さい 

ﾁｯｸｲ  067 小さい 

ﾁｯｸｲ  096 狭い 

ﾁｯｸﾅｲ  067 小さい 

ﾁｯｸﾘ  067 小さい 

ﾁｯｸﾘｲ  067 小さい 

ﾁｯｸﾘｰ  067 小さい 

ﾁｯｸﾘｰ  096 狭い 

ﾁｯｺｲ  067 小さい 

ﾁｯｻｲ  067 小さい 

ﾁｯｻｲ  096 狭い 

ﾁｯｻｲﾆｰｻﾝ  060 次男 

ﾁﾂｼﾞ  047 血統 

ﾁｯｾｰ  067 小さい 

ﾁｯﾁｪ  067 小さい 

ﾁｯﾁｪｰ  067 小さい 

ﾁｯﾁｪｰ  096 狭い 

ﾁｯﾁｬｰ  067 小さい 

ﾁｯﾁｬｰ  096 狭い 

ﾁｯﾁｬｲ  067 小さい 

ﾁｯﾁｬｲ  096 狭い 

ﾁｯﾋﾟｲ  067 小さい 

ﾁｯﾌﾟｲ  067 小さい 

ﾁｯﾎﾟｹ  067 小さい 

ﾁｯﾎﾟｹ  096 狭い 

ﾁﾋﾞ  061 末の子 

ﾁﾋﾞ  067 小さい 

ﾁﾋﾞｰ  067 小さい 
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ﾁﾋﾞｯｺｲ  096 狭い 

ﾁﾌﾞｸﾛ  097 心臓 

ﾁﾐﾁ  047 血統 

ﾁﾐﾁ  048 親類 

ﾁｬｶﾞﾝﾎﾞ  049 タンポポ 

ﾁｬﾁｯﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾁｬﾁｬｯﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾁｬﾁｬﾝﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾁｬﾉﾏ  070 台所 

ﾁｬﾝﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾁｬﾝﾎﾟｺ  049 タンポポ 

ﾁｬﾝﾎﾟﾎﾟ  049 タンポポ 

ﾁｬﾝﾎﾟﾎﾟﾝ  049 タンポポ 

ﾁｭｰｯｺ  060 次男 

ﾁｮｲﾁｮｲ  019 片足飛 

ﾁｮｳﾅﾝ  059 長男 

ﾁｮｰｼﾞﾛｰ  007 とかげ 

ﾁｮｰﾁﾝ  057 彼岸花 

ﾁｮｰﾁﾝﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾁｮｰﾅﾝ  059 長男 

ﾁｮｰﾅﾝﾎﾞｰ  059 長男 

ﾁｮｰﾘﾊﾞ  070 台所 

ﾁｮｰﾘﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ﾁｮｷﾝﾁｮｷﾝ  043 びっこ 

ﾁｮｺﾁｮｽﾙ  100 くすぐる 

ﾁｮｯｷ  043 びっこ 

ﾁｮｯｷﾘ  043 びっこ 

ﾁｮｯｺｲ  067 小さい 

ﾁｮﾋﾞ  067 小さい 

ﾁｮﾝｷﾞﾘ  019 片足飛 

ﾁｮﾝｷﾞﾘ  043 びっこ 

ﾁｮﾝﾁｮﾝﾄﾋﾞ  019 片足飛 

ﾁﾗｶﾙ  075 もつれる 

ﾁﾗｯｶﾃﾙ  075 もつれる 

ﾁﾝｶﾞﾁﾝｶﾞ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾁﾝｶﾞｵｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾗ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾗｶﾞｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾗｶｯｶ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾗｶﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾗｶﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾗｺﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾗｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾗｯｺｼﾃﾞﾗｰ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶﾞﾘ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾘ  043 びっこ 

ﾁﾝｶﾞﾘｵｶｸ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶﾞﾘｵｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶﾞﾘｶｸ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶﾞﾘｶｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾘｶｯｺｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶﾞﾘｺﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｶﾞﾘｺﾞｯｺｵｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶﾞﾘｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｶﾞﾘｦｶｸ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞｺｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘ  043 びっこ 

ﾁﾝｷﾟﾘ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｵ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｵｶｸ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｵｶｸ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾘｵｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾘｶｲﾃﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾘｶｷ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｶﾞｷ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｶｯｶ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｶｯｶｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾘｶｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｶﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｺｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｺﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘｺﾞｯｺｵﾔﾗﾀﾞｰ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾘｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾘｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘﾊﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘﾊﾞｯﾀ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘﾏｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘﾏｯｺｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾘﾖｰｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾘｦｶｸ  020 する(片足) 

ﾁﾝｷﾞﾙｱｿﾋﾞ  019 片足飛 

ﾁﾝｷﾞﾝｺｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｸﾞｲｶｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｸﾞﾘ  019 片足飛 

ﾁﾝｸﾞﾘ  043 びっこ 

ﾁﾝｸﾘｰ  067 小さい 

ﾁﾝｸﾞﾘｶｯｶ  019 片足飛 

ﾁﾝｸﾞﾘｶｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｸﾙ  043 びっこ 

ﾁﾝｸﾞﾙ  019 片足飛 

ﾁﾝｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｺﾞ  019 片足飛 

ﾁﾝｺﾞｰ  019 片足飛 

ﾁﾝｺｶｹ  019 片足飛 

ﾁﾝｺﾞｶﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｺﾞｶﾞｯｺｵｶｸ  020 する(片足) 
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ﾁﾝｺﾞﾛ  019 片足飛 

ﾁﾝｺﾞﾛｺｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｺﾞﾛｼﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝｼﾞｶﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｼﾞｺｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｼﾞﾊｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｼﾞﾊﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｼﾞﾘ  019 片足飛 

ﾁﾝｼﾞﾘｶｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｼﾞﾘｺﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝｼﾞﾘﾊﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁｸﾞﾗ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾗｻｰｼ  063 コオロギ 

ﾁﾝﾁﾛﾘﾝ  063 コオロギ 

ﾁﾝﾁﾝ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｶﾞｷ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｶｹ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｶﾞｹ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｶｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｶﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｷﾞﾘ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｸﾞﾗ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｸﾞﾘ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｺｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝｺﾛ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝﾄﾋﾞ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝﾊﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾁﾝﾏｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾊﾞ  043 びっこ 

ﾁﾝﾊﾞ-  043 びっこ 

ﾁﾝﾊﾞｰ  043 びっこ 

ﾁﾝﾊﾞｸﾞﾛ  043 びっこ 

ﾁﾝﾊﾞｸﾞﾛｰ  043 びっこ 

ﾁﾝﾊﾞｺﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾊﾞｺﾞｯｺｽﾙ  020 する(片足) 

ﾁﾝﾊﾞｻﾝ  043 びっこ 

ﾁﾝﾊﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾁﾝﾊﾞﾄﾋﾞ  019 片足飛 

ﾁﾝﾊﾞﾋｷ  043 びっこ 

ﾁﾝﾋﾞｲ  067 小さい 

ﾁﾝﾋﾞｰ  067 小さい 

ﾁﾝﾋﾞｰ  096 狭い 

ﾁﾝﾋﾟｲ  067 小さい 

ﾁﾝﾋﾟｰ  067 小さい 

ﾁﾝﾋﾟﾘ  067 小さい 

ﾁﾝﾋﾞﾘｰ  067 小さい 

ﾂｶｲｼ  068 土台石 

ﾂｷｲｼ  068 土台石 

ﾂｸｲｼ  068 土台石 

ﾂｸｼﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ﾂｸﾄﾞｰﾚﾙ  039 崩れる 

ﾂｸﾄﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ﾂｸﾑ  039 崩れる 

ﾂｸﾙ  024 煮る 

ﾂｸﾙ  078 お化粧する 

ﾂｹﾙ  009 据える 

ﾂｻﾞﾗ  022 つらら 

ﾂｽﾞﾗ  022 つらら 

ﾂｽﾞﾗﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾂｽﾞﾚ  022 つらら 

ﾂﾀﾚ  022 つらら 

ﾂﾀﾞﾚ  022 つらら 

ﾂﾁﾏﾒ  080 落花生 

ｯﾁｮ  004 蛙 

ﾂｯｶｹﾙ  023 炊く 

ﾂｯｶｹﾙ  024 煮る 

ﾂｯｸｽﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ﾂｯｸﾑ  039 崩れる 

ﾂｯｸﾝﾀﾞ  039 崩れる 

ﾂｯﾄﾌﾞ  039 崩れる 

ﾂﾂﾗ  022 つらら 

っっﾞﾗ  022 つらら 

ﾂっﾞﾗ  022 つらら 

ﾂﾂﾞﾗ  022 つらら 

ﾂﾂﾗｺﾞ  022 つらら 

ﾂﾊﾞｷ  014 涎 

ﾂﾏｱｶｷﾞﾚ  037 ひょうそ 

ﾂﾏﾊﾞﾚ  037 ひょうそ 

ﾂﾏﾝﾊﾞﾘ  037 ひょうそ 

ﾂﾏﾝﾊﾞﾚ  037 ひょうそ 

ﾂﾏﾝﾏｰﾘ  037 ひょうそ 

ﾂﾑﾗｶｽ  072 寝小便 

ﾂﾒﾝﾊﾞﾚ  037 ひょうそ 

ﾂﾗｰﾗ  022 つらら 

ﾂﾗﾅ  022 つらら 

っﾗﾗ  022 つらら 

ﾂﾗﾗ  022 つらら 

ﾂﾙ  047 血統 

ﾂﾙｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾂﾙｼﾝﾎﾞ  022 つらら 

ﾂﾙｼﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ﾂﾙﾈ  047 血統 

ﾂﾙﾗ  022 つらら 

ﾂﾚ  040 仲良し 

ﾂﾛﾛ  022 つらら 

ﾂﾜﾌﾞｷ  030 蕗の薹 

ﾂﾝｽﾞﾗ  022 つらら 

ﾂﾝﾃﾞﾗ  022 つらら 

ﾃﾞｨｬｰﾄﾞｺ  069 土間 

ﾃﾞｲﾘｸﾞﾁ  071 入口 
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ﾃﾞｰｸﾞﾁ  071 入口 

ﾃﾞｰｺｸﾊﾞｼﾗ  059 長男 

ﾃﾞｰｼ  068 土台石 

ﾃﾞｰﾄﾞｺ  069 土間 

ﾃﾞｰﾄﾞｺ  070 台所 

ﾃﾞｰﾄﾞｺﾛ  069 土間 

ﾃﾞｰﾄﾞｺﾛ  070 台所 

ﾃﾞｰﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｰﾌﾞｼ  056 げんこつ 

ﾃｰﾏﾂ  057 彼岸花 

ﾃﾞｶ  059 長男 

ﾃﾞｶｲ  065 大きい 

ﾃﾞｶｲｱﾆ  059 長男 

ﾃﾞｷｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｶﾞｼﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｽﾞｶ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｯｶﾈ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｯｶﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｯｺｰｶﾞﾅｲ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｯｺﾅｲ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｯｺﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｰﾅｰﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｲ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｲｿﾞ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｲﾃﾞｽ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｲﾃﾞｽﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｲﾈ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｲﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾅｲﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾆｬｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾆｬｰﾃﾞ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾆｬｰﾅ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾈｰﾅ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾈｰﾅｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾈｰﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾈｬｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾉｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾉｰﾆ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾏｼﾆｬｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾏｼﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾏｾﾝ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾏｾﾝﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾐｬｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾐｬｰﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾒｰﾅ  085 出来ない 

ﾃﾞｷｬｰ  065 大きい 

ﾃﾞｷｬｼﾝ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾔｾﾝﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾖｰﾅｲ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾖｰﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾖﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾙﾓﾝｶ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝｼﾞｬｰﾅｰﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝｼﾞｬﾝ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝｿﾞ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝｿﾞｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾃﾞｽﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾄﾞ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾄﾞｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾅｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾈ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｷﾝﾖｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｹｰ  065 大きい 

ﾃﾞｼｬﾊﾞﾚﾊﾞ  084 来れば 

ﾃｽﾞｺ  056 げんこつ 

ﾃﾞｽﾞｯｺ  056 げんこつ 

ﾃﾞｯｶｲ  065 大きい 

ﾃﾞｯｷｺﾅｲ  085 出来ない 

ﾃﾞｯｷｬｰ  065 大きい 

ﾃﾞｯｹｪ  065 大きい 

ﾃﾞｯｹｰ  065 大きい 

ﾃﾞｯｹｪｧ  065 大きい 

ﾃﾞｯｹｴｰ  065 大きい 

ﾃﾞｯｺﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞｯっﾞｯｺ  056 げんこつ 

ﾃﾄｸﾞﾙﾏ  018 肩車 

ﾃﾞﾄﾞｺ  069 土間 

ﾃﾞﾅ  085 出来ない 

ﾃﾞﾅｰ  085 出来ない 

ﾃﾞﾅｲ  085 出来ない 

ﾃﾞﾆｬｰ  085 出来ない 

ﾃﾞﾆｬｰﾄﾞ  085 出来ない 

ﾃﾞﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞﾉｰ  085 出来ない 

ﾃﾞﾉｰﾆ  085 出来ない 

ﾃﾞﾉｰﾖ  085 出来ない 

ﾃﾞｬｰﾄﾞｺ  069 土間 

ﾃﾞｬｰﾄﾞｺﾛ  069 土間 

ﾃﾞｬｲﾄﾞｺﾛ  069 土間 

ﾃﾞｬﾄﾞｺ  069 土間 

ﾃﾞﾖｰﾈｰ  085 出来ない 

ﾃﾞﾙ  039 崩れる 

ﾃﾞﾝ  085 出来ない 

ﾃﾝｸﾞﾘﾄﾞｰ  018 肩車 

ﾃﾝｸﾙﾏ  018 肩車 
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ﾃﾝｸﾞﾙﾏ  018 肩車 

ﾃﾞﾝｺﾞｰﾛｰ  052 松の実 

ﾃﾞﾝｼﾞｬ  085 出来ない 

ﾃﾝｽﾞﾗﾏｯｺ  056 げんこつ 

ﾃﾞﾝｾﾝｽﾙ  077 化膿する 

ﾃﾝﾃﾝ  018 肩車 

ﾃﾞﾝﾃﾞﾝｳﾏ  018 肩車 

ﾃﾝﾃﾝｶｸﾞﾗ  018 肩車 

ﾃﾞﾝﾃﾞﾝｸﾞｼ  001 蝸牛 

ﾃﾝﾃﾝｸﾙﾏ  018 肩車 

ﾃﾝﾃﾝｸﾞﾙﾏ  018 肩車 

ﾃﾝﾃﾝｺ  018 肩車 

ﾃﾝﾃﾝｺﾛﾊﾞｼ  018 肩車 

ﾃﾝﾃﾞﾝﾑｼ  001 蝸牛 

ﾃﾞﾝﾃﾞﾝﾑｼ  001 蝸牛 

ﾃﾞﾝﾅｰ  085 出来ない 

ﾃﾞﾝﾎﾞｰﾄﾞｰ  001 蝸牛 

ﾃﾞﾝﾎﾞｰﾛ  052 松の実 

ﾃﾞﾝﾎﾞﾛ  001 蝸牛 

ﾃﾞﾝﾎﾞﾛﾑｼ  001 蝸牛 

ﾃﾝﾏ  018 肩車 

ﾃﾞﾝﾖ  085 出来ない 

ﾄｳ  047 血統 

ﾄｳﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ﾄｰ  030 蕗の薹 

ﾄｰ  047 血統 

ﾄｰｷﾋﾞ  029 玉蜀黍 

ﾄｰｷｮｰﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ﾄﾞｰｺｰ  013 瞳 

ﾄﾞｰｼﾞ  069 土間 

ﾄｰｼﾞﾝﾙｲ  048 親類 

ﾄﾞｰﾄﾞｺ  070 台所 

ﾄｰﾌﾞｷ  030 蕗の薹 

ﾄﾞｰﾎﾞﾈ  011 背骨 

ﾄｰﾓ  029 玉蜀黍 

ﾄﾞｰﾓﾂ  098 肺臓 

ﾄｰﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ﾄｰﾓﾛｼ  029 玉蜀黍 

ﾄｰﾗ  047 血統 

ﾄｶﾞｰﾒﾙ  077 化膿する 

ﾄﾞｶｰﾝﾄｽﾙ  101 暖かい 

ﾄｶｷﾞ  007 とかげ 

ﾄｶｹﾞ  007 とかげ 

ﾄｶｹﾞｯﾁｮ  007 とかげ 

ﾄｶﾞﾒﾙ  037 ひょうそ 

ﾄｶﾞﾒﾙ  077 化膿する 

ﾄｸｿ  076 鶏の糞 

ﾄｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄｸﾞﾁﾓﾄ  069 土間 

ﾄｸﾞﾁﾓﾄ  071 入口 

ﾄﾞｸﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾄﾞｼﾞ  069 土間 

ﾄｼﾞｶﾙ  075 もつれる 

ﾄｼﾞﾊﾞｯﾀｰ  075 もつれる 

ﾄｼﾞﾊﾞﾙ  075 もつれる 

ﾄｼﾞﾊﾞﾙ  077 化膿する 

ﾄｼﾞﾏﾘ  058 締める 

ﾄﾞｼﾞｬｰｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞｼｬｸｽﾞﾚ  039 崩れる 

ﾄﾞｼｮｰｯﾎﾟﾈ  011 背骨 

ﾄﾞｼｮｰﾎﾞﾈ  011 背骨 

ﾄﾞｼｮｯﾎﾟﾈ  011 背骨 

ﾄﾞｼｮﾎﾞﾈ  011 背骨 

ﾄｼﾞﾙ  058 締める 

ﾄﾞﾀﾞｲ  068 土台石 

ﾄﾞﾀﾞｲｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾀﾞｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾀﾞｲｼﾞ  068 土台石 

ﾄﾞﾀﾞｲｼﾞﾈｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾀﾞｬｰｲｼ  068 土台石 

ﾄﾁﾋﾞｯｺ  043 びっこ 

ﾄﾞﾁﾞｬｰｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞｯﾄﾊﾞｯﾄｰ  001 蝸牛 

ﾄﾞﾃﾞｧｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾃﾞｲ  068 土台石 

ﾄﾃﾞｰ  068 土台石 

ﾄﾞﾃﾞｰ  068 土台石 

ﾄﾞﾃﾞｪｧｰｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾃﾞｰｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾃﾞｪｰｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾃﾞｰﾉｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾃﾞｬｰｲｼ  068 土台石 

ﾄﾞﾄﾞﾒ  102 桑の実 

ﾄﾉｸｿ  076 鶏の糞 

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ﾄﾞﾊﾞｼﾞﾙ  075 もつれる 

ﾄﾊﾞｯｸﾁ  071 入口 

ﾄﾞﾋﾞ  003 御玉杓子 

ﾄﾋﾞｲｼ  068 土台石 

ﾄﾋﾞｼﾞﾊﾝ  068 土台石 

ﾄﾋﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾄﾞﾋﾞｯｺ  003 御玉杓子 

ﾄﾋﾞｯﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾄﾋﾞｯﾁｮ  019 片足飛 

ﾄﾞﾋﾞｯﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾄﾋﾞｯﾁｮｵｽﾙ  020 する(片足) 

ﾄﾞﾋﾞﾝ  003 御玉杓子 

ﾄﾞﾋﾞﾝｺ  003 御玉杓子 

ﾄﾞﾋﾞﾝｼﾞｮｰ  003 御玉杓子 

ﾄﾞﾋﾞﾝｽﾞﾙ  003 御玉杓子 
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ﾄﾞﾋﾞﾝﾁ  003 御玉杓子 

ﾄﾞﾋﾞﾝﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾄﾌﾞ  020 する(片足) 

ﾄﾌﾞ  039 崩れる 

ﾄﾏ  069 土間 

ﾄﾞﾏ  069 土間 

ﾄﾞﾏ  070 台所 

ﾄﾏｲｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄﾏｸﾁ  071 入口 

ﾄﾏｸﾞﾁ  069 土間 

ﾄﾏｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄﾏﾘｱﾙｷ  045 里帰り 

ﾄﾐｬｰｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄﾒｰ  071 入口 

ﾄﾓﾀﾞﾁ  040 仲良し 

ﾄﾞﾖｰﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾄﾞﾖｰﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ﾄﾖｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄﾞﾘ  097 心臓 

ﾄﾞﾘ  098 肺臓 

ﾄﾘｸｿ  076 鶏の糞 

ﾄﾘｯｸｿ  076 鶏の糞 

ﾄﾘｯｹｰｼ  076 鶏の糞 

ﾄﾘｯｹｰｼｮ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｳﾝｺ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｶｲｼ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｶｴｼ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｸｿ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｸﾂ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｹｲｼ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｹｪｼ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｹｰｼ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉｹｰｼｮ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾉﾌﾝ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾝｹｰｼｮ  076 鶏の糞 

ﾄﾘﾝﾁｪｰｼｮ  076 鶏の糞 

ﾄﾞﾝﾄﾞﾛ  052 松の実 

ﾄﾝﾉｸｿ  076 鶏の糞 

ﾄﾝﾉｸﾛ  076 鶏の糞 

ﾄﾝﾊﾞｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄﾞﾝﾋﾞ  003 御玉杓子 

ﾄﾝﾌﾞ  062 赤とんぼ 

ﾄﾝﾌﾟ  062 赤とんぼ 

ﾄﾞﾝﾌﾞ  062 赤とんぼ 

ﾄﾞﾝﾌﾞｰ  062 赤とんぼ 

ﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾄﾝﾎﾞ  071 入口 

ﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ﾄﾝﾎﾟ  071 入口 

ﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾄﾞﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ﾄﾝﾎﾞｲ  071 入口 

ﾄﾝﾎﾞｰ  071 入口 

ﾄﾝﾎﾞｰｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄﾝﾎﾞｸﾞﾁ  071 入口 

ﾄﾞﾝﾏﾉｵﾁｺﾞ  018 肩車 

ﾄﾝﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ﾅｰﾒﾗ  002 なめくじ 

ﾅｲ  089 あるまい 

ﾅｲｽﾞﾗﾗﾆ  089 あるまい 

ﾅｲﾀﾞﾛｰ  089 あるまい 

ﾅｲﾃﾞｼｮｰ  089 あるまい 

ﾅｲﾃﾞｽﾖ  089 あるまい 

ﾅｲﾈｰ  089 あるまい 

ﾅｲﾗ  089 あるまい 

ﾅｲﾗｰ  089 あるまい 

ﾅｲﾗﾅｰ  089 あるまい 

ﾅｲﾜ  089 あるまい 

ﾅｲﾜﾅｰ  089 あるまい 

ﾅｶﾞｰｶﾞｲｰ  040 仲良し 

ﾅｶｲｲ  040 仲良し 

ﾅｶｲｰ  040 仲良し 

ﾅｶｶﾞｲｲ  040 仲良し 

ﾅｶｶﾞｲｰ  040 仲良し 

ﾅｶｶﾞｴｰ  040 仲良し 

ﾅｶﾞｻﾚﾙ  039 崩れる 

ﾅｶﾞｼ  070 台所 

ﾅｶﾞｼﾊﾞ  070 台所 

ﾅｶﾞｼﾏ  070 台所 

ﾅｶﾞｼﾓﾄ  070 台所 

ﾅｶﾞｼﾛｸﾞﾐ  102 桑の実 

ﾅｶｾﾞﾅ  060 次男 

ﾅｶｯｺｿﾞｰ  060 次男 

ﾅｶｯｻｲ  060 次男 

ﾅｶｯｼｬ  060 次男 

ﾅｶｯｼｬｰ  060 次男 

ﾅｶｯｾ  060 次男 

ﾅｶｯｾ  061 末の子 

ﾅｶｯｾｰ  060 次男 

ﾅｶｯｾｬ  060 次男 

ﾅｶｯｾｬｰ  060 次男 

ﾅｶﾆﾜ  069 土間 

ﾅｶﾉﾖｲﾄﾓﾀﾞﾁ  040 仲良し 

ﾅｶﾏ  040 仲良し 

ﾅｶﾏｲｲｼｬｰ  040 仲良し 

ﾅｶﾏﾂﾞﾚ  040 仲良し 

ﾅｶﾖｸｱｿﾌﾞ  040 仲良し 

ﾅｶﾖｼ  040 仲良し 

ﾅｶﾖｼｯｺ  040 仲良し 

ﾅｶﾞﾚ  047 血統 
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ﾅｶﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ﾅｶﾝｲｲ  040 仲良し 

ﾅｶﾝｲｲｺﾄﾞﾓ  040 仲良し 

ﾅｶﾝﾍﾞｰ  089 あるまい 

ﾅｷﾞｵｼｶﾞｵｺﾙ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｵｼｶﾞｽﾙ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｵｼｽﾙ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｶﾞｵｽ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｶﾞｷﾀ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｶﾞｷﾚﾙ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｶﾞｸﾑ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｶﾞｸﾙ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｶﾞﾄﾌﾞ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｶﾞﾋｸ  039 崩れる 

ﾅｷﾞｽ  039 崩れる 

ﾅｸｼﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾅｹﾞｵｼｶﾞｸﾙ  039 崩れる 

ﾅﾀﾏﾒ  050 空豆 

ﾅﾀﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ﾅﾂｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾅｯｶｾ  060 次男 

ﾅﾂﾏﾒ  050 空豆 

ﾅﾂﾏﾒ  080 落花生 

ﾅﾃﾞｸﾙ  078 お化粧する 

ﾅﾅﾂﾒ  045 里帰り 

ﾅﾉｶﾒ  045 里帰り 

ﾅﾋﾞﾙ  078 お化粧する 

ﾅﾍﾞﾜﾚ  057 彼岸花 

ﾅﾍﾞﾜﾚｿｰ  057 彼岸花 

ﾅﾏｹｯﾀｲ  101 暖かい 

ﾅﾏﾘﾄﾞｰ  064 みみず 

ﾅﾐｸｼﾞ  002 なめくじ 

ﾅﾐｸｼﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾒｱｻﾞ  016 黒子 

ﾅﾒｸｼﾞ  002 なめくじ 

ﾅﾒｸｼﾞﾗ  001 蝸牛 

ﾅﾒｸｼﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾒｸﾁﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾒｺ  002 なめくじ 

ﾅﾒｽｼﾞﾗ  006 縞蛇 

ﾅﾒﾀﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾒｯｸｼﾞ  002 なめくじ 

ﾅﾒﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾒﾗｸｼﾞ  002 なめくじ 

ﾅﾒﾗｯｸｼﾞ  002 なめくじ 

ﾅﾒﾝﾀﾞｰﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾒﾝﾀﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾒﾝﾀﾞ-ﾗ  002 なめくじ 

ﾅﾝｷﾝﾏﾒ  080 落花生 

ﾅﾝﾋﾟﾝﾀ  004 蛙 

ﾅﾝﾋﾟﾝﾁｮｰ  004 蛙 

ﾆｲｻﾝ  059 長男 

ﾆｰｻﾝ  059 長男 

ﾆｲﾁｬﾝ  059 長男 

ﾆｶｾｲ  028 馬鈴薯 

ﾆｶｾｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾆｶｯﾊﾟﾔ  046 目高 

ﾆｶﾞｯﾊﾟﾔ  046 目高 

ﾆｷﾋﾞ  074 にきび 

ﾆｷﾞﾘ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｺﾂ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｺﾌﾞ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｺﾌﾞｼ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｺﾌﾞｯｼ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｺﾎﾞｯｼ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｯｺﾌﾞ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｯｺﾌﾞｼ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘｯﾃ  056 げんこつ 

ﾆｷﾞﾘﾌﾞｼ  056 げんこつ 

ﾆｸﾋﾞ  074 にきび 

ﾆｹﾞﾘｯﾃ  056 げんこつ 

ﾆﾂｹﾙ  024 煮る 

ﾆｯｺﾌﾞ  056 げんこつ 

ﾆﾂﾒﾙ  024 煮る 

ﾆﾄﾞｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾞｾｲｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾞﾄﾘ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾞﾄﾞﾘ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾄﾞﾘｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾞﾄﾘｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾞﾄﾞﾘｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾞﾅﾘ  028 馬鈴薯 

ﾆﾄﾞﾛｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾆﾅﾝ  060 次男 

ﾆﾅﾝﾎﾞｳ  060 次男 

ﾆﾅﾝﾎﾞｰ  060 次男 

ﾆﾅﾝﾔﾛｰ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝｺ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｲ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾎﾟｲ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾎﾞｰ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾑｽｺ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾒ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾒﾉｼｬﾃｰ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾒﾎﾞｺ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾒﾔﾛｰ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾔﾛ  060 次男 

ﾆﾊﾞﾝﾔﾛｰ  060 次男 

ﾆｬｰ  089 あるまい 
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ﾆｬｰｽﾞﾗ  089 あるまい 

ﾆｬｰﾀﾞ  089 あるまい 

ﾆｬｰﾖ  089 あるまい 

ﾆｬｰﾗ  089 あるまい 

ﾆｬｱﾗ  089 あるまい 

ﾆｬｰﾗﾅｰ  089 あるまい 

ﾆﾙ  023 炊く 

ﾆﾙ  024 煮る 

ﾆﾜ  069 土間 

ﾆﾜﾄﾘﾉｸｿ  076 鶏の糞 

ﾆﾜﾄﾘﾉｹｰｼ  076 鶏の糞 

ﾆﾜﾄﾘﾉﾌﾝ  076 鶏の糞 

ﾇｶｺﾞ  046 目高 

ﾇｷﾀﾞﾚ  022 つらら 

ﾇｷﾝﾀﾞﾚ  022 つらら 

ﾇｸｲ  067 小さい 

ﾇｸｲ  101 暖かい 

ﾇｸｯﾃｰ  101 暖かい 

ﾇｸﾃ  101 暖かい 

ﾇｸﾃｪ  101 暖かい 

ﾇｸﾃｴ  101 暖かい 

ﾇｸﾃｰ  101 暖かい 

ﾇｸﾄｲ  101 暖かい 

ﾇｸﾄｸﾅｯﾀ  101 暖かい 

ﾇｸﾄｸﾅﾙ  101 暖かい 

ﾇｸﾝﾀﾞ  101 暖かい 

ﾇｹﾃｰ  101 暖かい 

ﾇｺｲ  067 小さい 

ﾇｺｲ  096 狭い 

ﾇﾀｸﾙ  078 お化粧する 

ﾇﾀﾋﾞﾙ  078 お化粧する 

ﾇｯｸｲ  101 暖かい 

ﾇｯｺｲ  067 小さい 

ﾇｯｺｲ  096 狭い 

ﾇｯﾀｸﾙ  078 お化粧する 

ﾇﾒｸｼﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾇﾘﾀｸﾙ  078 お化粧する 

ﾈｲｼ  068 土台石 

ﾈｲｯﾀｶﾅ  082 寝ただろう 

ﾈｲｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｲﾊﾞﾘ  072 寝小便 

ﾈｲﾗﾖ  089 あるまい 

ﾈｳﾊﾞﾘ  072 寝小便 

ﾈｰ  089 あるまい 

ﾈｰｲｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｪｰｯﾀｶﾅ  082 寝ただろう 

ﾈｪｰｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｪｰﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｴｰｯﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｴｰﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｰｻｰ  089 あるまい 

ﾈｰｼﾞｬｰﾈｰｶ  089 あるまい 

ﾈｰｼﾞｬﾈｰｶ  089 あるまい 

ﾈｰｽﾞﾗ  089 あるまい 

ﾈｰｽﾞﾗｰ  089 あるまい 

ﾈｰｽﾞﾗﾅｰ  089 あるまい 

ﾈｰｽﾞﾗﾖ  089 あるまい 

ﾈｰｿﾞ  089 あるまい 

ﾈｰﾀﾞ  089 あるまい 

ﾈｰﾀﾞｶ  089 あるまい 

ﾈｰﾀｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｴﾀﾞﾛｰ  089 あるまい 

ﾈｰﾀﾞﾛｰ  089 あるまい 

ﾈｪﾂｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｰｯﾀｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｰｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｴｯﾂﾗﾜｰ  082 寝ただろう 

ﾈｴｯﾄｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｰﾂﾊﾞﾘ  072 寝小便 

ﾈｪﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｴﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｰﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｰっﾞﾗ  089 あるまい 

ﾈｰﾂﾗｶ  082 寝ただろう 

ﾈｰﾂﾗｶﾈ  082 寝ただろう 

ﾈｰﾂﾗﾖ  082 寝ただろう 

ﾈｰﾄﾞ  089 あるまい 

ﾈｰﾅ  089 あるまい 

ﾈｰﾅｰ  089 あるまい 

ﾈｰﾔ  089 あるまい 

ﾈｰﾖ  089 あるまい 

ﾈｰﾗ  089 あるまい 

ﾈｰﾗｰ  089 あるまい 

ﾈｰﾗｲ  089 あるまい 

ﾈｰﾗｶ  089 あるまい 

ﾈｰﾗﾅｰ  089 あるまい 

ﾈｰﾗﾈ  089 あるまい 

ﾈｰﾗﾓﾉ  089 あるまい 

ﾈｰﾗﾔﾃﾞ  089 あるまい 

ﾈｰﾗﾖ  089 あるまい 

ﾈｰﾗﾖｰ  089 あるまい 

ﾈｰﾘｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｰﾙ  024 煮る 

ﾈｴﾜ  089 あるまい 

ﾈｰﾜ  089 あるまい 

ﾈｰﾜﾅｰ  089 あるまい 

ﾈｸｯﾄｲ  101 暖かい 

ﾈｺﾉｼｯﾎﾟ  060 次男 

ﾈｺﾉｼｯﾎﾟ  061 末の子 

ﾈｺﾑｼ  063 コオロギ 
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ﾈｼｮ  072 寝小便 

ﾈｼｮｰ  072 寝小便 

ﾈｼｮｰﾍﾞﾝ  072 寝小便 

ﾈｼｮｯｺ  072 寝小便 

ﾈｼｮﾍﾞﾝ  072 寝小便 

ﾈｼｮﾝﾍﾞﾝ  072 寝小便 

ﾈｼﾞｮﾝﾍﾞﾝ  072 寝小便 

ﾈﾀｶ  082 寝ただろう 

ﾈﾀｶﾅ  082 寝ただろう 

ﾈﾀｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾀｽﾞﾗ(ｶ)  082 寝ただろう 

ﾈﾀｽﾞﾗｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀｽﾞﾗｶ  082 寝ただろう 

ﾈﾀｽﾞﾗｶﾅｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀｽﾞﾗﾅｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾀﾞﾛｳ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾀﾞﾛｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾀﾞﾛｰﾖ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾀﾞﾝﾍﾞｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾂﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾃﾞｼｮｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾍﾞｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾗｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾛｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾛｰﾖ  082 寝ただろう 

ﾈﾀﾝﾍﾞｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾁﾏｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾁｬｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾁｬﾂﾗﾅｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾂｲﾀ  082 寝ただろう 

ﾈﾂｲﾀﾛｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾂｲﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾂｲﾂﾗｰ  082 寝ただろう 

ﾈｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈｯﾂﾗｶﾅ  082 寝ただろう 

ﾈｯﾊﾞﾘ  072 寝小便 

ﾈﾂﾊﾞﾘ  072 寝小便 

ﾈっﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾂﾗｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾂﾗｴ  082 寝ただろう 

ﾈﾂﾗｶﾅｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾂﾗﾅｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾂﾗﾖ  082 寝ただろう 

ﾈﾂﾗﾖﾅ  082 寝ただろう 

ﾈﾃｶｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾄｰｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾄｰｽﾞﾗﾆ  082 寝ただろう 

ﾈﾄｰｽﾞﾗﾖ  082 寝ただろう 

ﾈﾄﾙﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾌﾞｯﾀｶ  082 寝ただろう 

ﾈﾑｯﾀｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾑｯﾀﾀﾞﾛｳｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾑｯﾀﾃﾞｼｮｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾑｯﾂﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾑﾂｯﾗ  082 寝ただろう 

ﾈﾑｯﾂﾗﾅｰ  082 寝ただろう 

ﾈﾑｯﾄｰｽﾞﾗ  082 寝ただろう 

ﾉｰﾀﾗﾐﾐｽﾞ  064 みみず 

ﾉｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ﾉｰﾀﾘ  064 みみず 

ﾉｷｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ﾉｷﾀﾞﾚ  022 つらら 

ﾉｷﾂﾗﾗ  022 つらら 

ﾉｷﾝﾀﾞﾚ  022 つらら 

ﾉｹｴ  096 狭い 

ﾉｹｰ  067 小さい 

ﾉｹｰ  096 狭い 

ﾉｹｰﾙ  051 食べ残し 

ﾉｺｲ  067 小さい 

ﾉｺｼ  051 食べ残し 

ﾉｺｼﾀ  051 食べ残し 

ﾉｺｽ  051 食べ残し 

ﾉｺﾘ  051 食べ残し 

ﾉｺﾘﾒｼ  051 食べ残し 

ﾉｺﾘﾓﾉ  051 食べ残し 

ﾉｺﾘﾓﾝ  051 食べ残し 

ﾉｼﾞ  069 土間 

ﾉｯｺｲ  067 小さい 

ﾉｯｺｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ﾉﾄﾞﾏｴｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾉﾄﾛ  028 馬鈴薯 

ﾉﾎﾞﾘｯﾄ  069 土間 

ﾉﾏ  046 目高 

ﾉﾒ  012 麦粒腫 

ﾉﾒｰ  012 麦粒腫 

ﾉﾒﾝ  012 麦粒腫 

ﾉﾝ  012 麦粒腫 

ﾉﾝﾈｯｺ  046 目高 

ﾉﾝﾒ  012 麦粒腫 

ﾉﾝﾒｰ  012 麦粒腫 

ﾉﾝﾒﾝ  012 麦粒腫 

ﾊﾞｰ  095 ばかり 

ﾊﾞｰｲｼｮ  028 馬鈴薯 

ﾊｰｸﾛ  016 黒子 

ﾊｲ  098 肺臓 

ﾊﾞｲｷﾝｶﾞﾊｲﾙ  037 ひょうそ 

ﾊｲｿﾞｳ  098 肺臓 

ﾊｲｿﾞｰ  098 肺臓 
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ﾊｲﾄﾞｰ  098 肺臓 

ﾊｲﾘｸﾁ  071 入口 

ﾊｲﾘｸﾞﾁ  071 入口 

ﾊｲﾘｯｸﾁ  071 入口 

ﾊﾞｶ  095 ばかり 

ﾊﾞｶｰ  095 ばかり 

ﾊﾞｶｼ  095 ばかり 

ﾊｶﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾊﾞｶﾘ  095 ばかり 

ﾊﾞｸ  003 御玉杓子 

ﾊｸﾆﾁｾﾞｷ  079 百日咳 

ﾊﾞｸﾏﾒ  050 空豆 

ﾊｺﾍﾞ  057 彼岸花 

ﾊｺﾎﾞﾚ  057 彼岸花 

ﾊｺﾎﾞﾚﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾊｼﾂﾀｶ  017 竹馬 

ﾊｼｮｰﾌｰ  037 ひょうそ 

ﾊｼﾗｲｼ  068 土台石 

ﾊｼﾗｳｹ  068 土台石 

ﾊﾀﾞｶｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾊﾞﾁ  061 末の子 

ﾊﾞﾂｴｰ  047 血統 

ﾊﾞｯｶ  095 ばかり 

ﾊﾞｯｶｰ  095 ばかり 

ﾊﾂｶﾞｴﾘ  045 里帰り 

ﾊｯｶｹ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞ-  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞｰ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞｱｻﾝ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞｰｻﾝ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞｸﾛ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞﾊﾞ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞﾊﾞｰ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞﾝﾊﾞ  057 彼岸花 

ﾊｯｶｹﾊﾞﾝﾊﾞｰ  057 彼岸花 

ﾊﾞｯｶｼ  095 ばかり 

ﾊﾞｯｶﾘ  095 ばかり 

ﾊﾂｹﾞｰﾘ  045 里帰り 

ﾊｯｺﾎﾞﾚ  057 彼岸花 

ﾊｯｺﾎﾞﾚﾉﾊﾅ  057 彼岸花 

ﾊﾞｯｼ  061 末の子 

ﾊﾞｯﾁ  061 末の子 

ﾊﾞｯﾃｲ  061 末の子 

ﾊﾞｯﾃｰ  061 末の子 

ﾊﾂﾄﾞﾏﾘ  045 里帰り 

ﾊﾂﾏﾒ  050 空豆 

ﾊﾂﾓﾄﾞﾘ  045 里帰り 

ﾊﾂﾕｷ  045 里帰り 

ﾊﾃﾞﾏﾒ  050 空豆 

ﾊﾅｰｱｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｰｵｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｱｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｰｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｰｯｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｵｶｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｵｶﾀ  103 花嫁 

ﾊﾅｵｶｯｻﾏ  103 花嫁 

ﾊﾅｵｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｵｶｯﾂｧﾏ  103 花嫁 

ﾊﾅｶｯｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾅｼﾞｭｰﾛｸ  050 空豆 

ﾊﾅﾋﾞｿｰ  057 彼岸花 

ﾊﾅﾏﾒ  050 空豆 

ﾊﾅﾐｽﾞ  057 彼岸花 

ﾊﾅﾖﾒ  103 花嫁 

ﾊﾅﾖﾒｻﾝ  103 花嫁 

ﾊﾈｯｹｰﾘ  060 次男 

ﾊﾈﾊﾞｯﾄｰﾛ  063 コオロギ 

ﾊﾈﾙ  020 する(片足) 

ﾊﾞﾋ  079 百日咳 

ﾊﾞﾌｰ  079 百日咳 

ﾊﾐｽﾞ  057 彼岸花 

ﾊﾐｽﾞﾊﾅﾐｽﾞ  057 彼岸花 

ﾊﾔ  046 目高 

ﾊﾔｸｼﾃﾓﾗｲﾀｲ  081 しなさい 

ﾊﾔｸｼﾃﾖ  081 しなさい 

ﾊﾞﾔｸﾑ  075 もつれる 

ﾊﾞﾔｸﾙ  075 もつれる 

ﾊﾔｯｺ  046 目高 

ﾊﾔﾉｺ  046 目高 

ﾊﾔﾒｯｺ  046 目高 

ﾊﾔﾒﾄﾞ  046 目高 

ﾊﾔﾒﾝ  046 目高 

ﾊﾔﾒﾝｷｭｰ  046 目高 

ﾊﾔﾒﾝｷｮ  046 目高 

ﾊﾔﾒﾝｺ  046 目高 

ﾊﾔﾒﾝｺｰ  046 目高 

ﾊﾔﾘｯｶｾﾞ  079 百日咳 

ﾊﾗｶﾞｹ  015 涎掛(大) 

ﾊﾘ  046 目高 

ﾊﾘｯｺ  046 目高 

ﾊﾘﾒ  046 目高 

ﾊﾘﾒｯｺ  046 目高 

ﾊﾘﾒｯﾄﾞ  046 目高 

ﾊﾘﾒﾄﾞ  046 目高 

ﾊﾘﾒﾝ  046 目高 

ﾊﾘﾒﾝｷｭｰ  046 目高 

ﾊﾘﾒﾝｷｭｳ  046 目高 
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ﾊﾘﾒﾝｷｮ  046 目高 

ﾊﾘﾒﾝｷｮｰ  046 目高 

ﾊﾘﾒﾝﾁｮｰ  046 目高 

ﾊﾙﾎﾞｯﾃｰ  101 暖かい 

ﾊﾞﾚｲｼｮ  028 馬鈴薯 

ﾊﾞﾚｰｲｼｮ  028 馬鈴薯 

ﾊﾞﾚｰｼｮ  028 馬鈴薯 

ﾊﾞﾚｰｼｮﾓ  028 馬鈴薯 

ﾊﾚﾓﾉ  077 化膿する 

ﾊﾚﾙ  077 化膿する 

ﾊﾞﾝｶﾞﾗ  028 馬鈴薯 

ﾊﾝｸﾞｲ  051 食べ残し 

ﾊﾝﾃﾝ  016 黒子 

ﾊﾝﾄﾞ  071 入口 

ﾊﾝﾄﾞｰｸﾞﾁ  071 入口 

ﾊﾝﾄﾞｸﾞﾁ  071 入口 

ﾊﾝﾄﾞﾏｴ  071 入口 

ﾊﾝﾄﾞﾏｸﾞﾁ  071 入口 

ﾊﾞﾝﾆﾝ  021 鬼ごっこ 

ﾊﾞﾝﾊﾞｰｶﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｶﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｶｴﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｶﾞｴﾛ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸ  004 蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸｶﾞｴﾛ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸｷﾞｬｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸｷﾞｬｰﾛ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸｷﾞｬｰﾛ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ  004 蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｶﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｷﾞｬｰﾛ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｸ  004 蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｹﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾎﾞ  028 馬鈴薯 

ﾋｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ﾋﾟｰﾅﾂ  080 落花生 

ﾋﾟｰﾅｯﾂ  080 落花生 

ﾋｲﾋｰｾｷ  079 百日咳 

ﾋｲﾘｾﾞｷ  079 百日咳 

ﾋｲﾙｾｷ  079 百日咳 

ﾋﾟｶ  073 あばた 

ﾋｶﾞﾀﾍﾋﾞ  006 縞蛇 

ﾋｶﾞﾝｿｰ  057 彼岸花 

ﾋｶﾞﾝﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾋｶﾞﾝﾊﾞ  057 彼岸花 

ﾋｶﾞﾝﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾋｷ  005 蟇蛙 

ﾋｷｶﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾋｷｶﾞｲﾙ  005 蟇蛙 

ﾋｷｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

"ﾋｷｶﾞｴﾙ"""  005 蟇蛙 

ﾋｷｶﾞｴﾙｶﾞﾏ  005 蟇蛙 

ﾋｷｶﾞｴﾛ  005 蟇蛙 

ﾋｷｹﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾋｷｹﾞｰﾛ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀｹﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾊﾞｰｻﾝ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾊﾞﾝﾊﾞ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾊﾞﾝﾊﾞｰ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾊﾞﾝﾊﾞｸ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾊﾞﾝﾊﾞｸ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾝｷﾞｬｰﾛ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾝﾀﾞﾝﾊﾞｰ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾝﾊﾞｰｻﾝ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞｰ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞｸ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾀﾝﾎﾞ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾊﾞﾝﾊﾞ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾐｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ﾋｷﾖｾﾙ  058 締める 

ﾋｸ  058 締める 

ﾋﾞｸ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸ  046 目高 

ﾋﾞｸｻﾞｺ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾀﾞ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾀﾞｺ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸｯﾀﾏ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸｯﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸｯﾁｮ  007 とかげ 

ﾋﾞｸｯﾁｮｰ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾃﾝ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾆ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾑｼ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾘ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾘｸﾁｮｰ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾘｯﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｸﾘﾝ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｺ  043 びっこ 

ﾋｻﾞﾅｵｼ  045 里帰り 

ﾋｼﾞｷﾘ  043 びっこ 

ﾋｼｬﾘﾐ  037 ひょうそ 

ﾋﾀﾞﾘｶﾞｷ  031 左利き 
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ﾋﾀﾞﾘｷｷ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｷﾞｷ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｷﾞｯﾁｮ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｷﾞｯﾁｮｰ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｷﾞｯﾁｮﾝ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｼﾞｮｯｷ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｼﾞｮｯｹ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｼﾞﾝｺﾞﾛｰ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘｯﾁｮ  031 左利き 

ﾋﾀﾞﾘﾖﾃ  031 左利き 

ﾋｯｶｹﾙ  039 崩れる 

ﾋｯｶﾗｶﾙ  075 もつれる 

ﾋｯｶﾗｶﾞﾙ  075 もつれる 

ﾋﾟｯｶﾘ  073 あばた 

ﾋｯｸﾑ  039 崩れる 

ﾋﾞｯｺ  003 御玉杓子 

ﾋﾞｯｺ  019 片足飛 

ﾋﾞｯｺ  043 びっこ 

ﾋﾞｯｺﾋｷ  043 びっこ 

ﾋｯｼﾒﾙ  058 締める 

ﾋｯｼﾝ  073 あばた 

ﾋｯﾀｹﾙ  058 締める 

ﾋｯﾀﾁﾒﾙ  058 締める 

ﾋｯﾀﾂ  058 締める 

ﾋｯﾀﾃﾙ  058 締める 

ﾋｯﾁﾒﾙ  058 締める 

ﾋｯﾁｬﾃﾙ  058 締める 

ﾋﾞｯﾁｮ  043 びっこ 

ﾋﾞｯﾁｮﾉｺ  019 片足飛 

ﾋｯﾁﾗｶﾙ  075 もつれる 

ﾋｯﾁﾙ  058 締める 

ﾋｯﾋﾟﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾋﾄﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾋﾄｯｺｰｹ  019 片足飛 

ﾋﾄﾂﾒ  045 里帰り 

ﾋﾄﾏｷ  048 親類 

ﾋﾄﾐ  013 瞳 

ﾋﾄﾒ  013 瞳 

ﾋﾊﾞﾝﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾋｬｰ  098 肺臓 

ﾋﾞｬｰ  095 ばかり 

ﾋｬｰﾘｸﾁ  071 入口 

ﾋｬｰﾘｸﾞﾁ  071 入口 

ﾋﾞｬｸｯﾄﾋﾞ  039 崩れる 

ﾋｬｸﾆﾁｾｷ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾆﾁｾﾞｷ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾆﾁｯｶｾﾞ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾆﾁﾝｾｷ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾆﾁﾝｾﾞｷ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾆﾝｾﾞｷ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾆﾝﾁｾｷ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾝﾁｶｾﾞ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾝﾁｾｷ  079 百日咳 

ﾋｬｸﾝﾁｾﾞｷ  079 百日咳 

ﾋﾔﾒｼ  051 食べ残し 

ﾋｮｳｿ  037 ひょうそ 

ﾋｮｰｿ  037 ひょうそ 

ﾋｮｰｿｳ  037 ひょうそ 

ﾋｮｰｿｰ  037 ひょうそ 

ﾋｮｰﾀﾗﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ﾋﾟｮﾝｺ  057 彼岸花 

ﾋﾟｮﾝﾋﾟｮﾝｸﾞｻ  057 彼岸花 

ﾋﾟｮﾝﾋﾟｮﾝﾊﾅ  057 彼岸花 

ﾋﾞﾘ  061 末の子 

ﾋﾞﾘｯｹﾂ  061 末の子 

ﾋﾞﾘｯｺ  061 末の子 

ﾋﾘﾋｯﾄ  063 コオロギ 

ﾋﾞﾘﾝﾅﾙ  075 もつれる 

ﾋﾛｯﾀ  091 拾った人 

ﾋﾛｯﾀｰ  091 拾った人 

ﾋﾛｯﾀﾋﾄ  091 拾った人 

ﾋﾛｯﾁｬｯﾀﾋﾄ  091 拾った人 

ﾋﾛｯﾄ  091 拾った人 

ﾋﾛｯﾄｰ  091 拾った人 

ﾋﾛｯﾄｰﾋﾄ  091 拾った人 

ﾋﾝｸﾞﾘ  019 片足飛 

ﾋﾞﾝﾀ  073 あばた 

ﾋﾞﾝﾁｮ  073 あばた 

ﾋﾞﾝﾄｰ  073 あばた 

ﾋﾞﾝﾄｸ  073 あばた 

ﾋﾞﾝﾋﾞｸ  003 御玉杓子 

ﾌｰｷ  030 蕗の薹 

ﾌｰｷﾉﾄｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷ  030 蕗の薹 

ﾌｷｲﾎﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷｰﾎｳｷ  030 蕗の薹 

ﾌｷｽｼﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾀﾞｼ  025 湯気 

ﾌｷﾀﾏ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾀﾞﾏ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾀﾝ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾃﾞ  016 黒子 

ﾌｷﾃﾞ  074 にきび 

ﾌｷﾉｲﾎﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉｲﾎﾞｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉｵﾎﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉｰﾎﾞｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉｺ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉｼﾝﾄｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉｽｼﾞ  030 蕗の薹 
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ﾌｷﾉｽﾈ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾀﾏ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾁｯｸｲﾔﾂ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾄｳ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾄｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾊﾅ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾎﾞｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾎﾞｰｽﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾎﾞｰｽﾞｯｺ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾎﾞｺ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾐ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾒ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾉﾓﾄ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾊﾞﾝﾊﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾎﾞｰｽﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾏﾝﾎﾞｸ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝｲﾎﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝｺ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝｽｼﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾀﾏ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾀﾞﾏ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾄ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾄｳ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾄｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾄｰﾉﾊﾅ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾊﾞﾅ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾊﾞﾝﾊﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾎﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾎﾞｰ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾎﾞｰｽﾞ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾎﾞｸ  030 蕗の薹 

ﾌｷﾝﾎﾞｺ  030 蕗の薹 

ﾌｸｶﾞｴﾙ  005 蟇蛙 

ﾌｸｹﾞｰﾙ  005 蟇蛙 

ﾌｸｹﾞｰﾛ  005 蟇蛙 

ﾌｸｻ  055 風呂敷 

ﾌｸｻﾝ  005 蟇蛙 

ﾌﾞｸｯﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾌｸﾉｶﾐ  005 蟇蛙 

ﾌｸﾊﾞﾝﾊﾞ  005 蟇蛙 

ﾌｸﾍﾞ  016 黒子 

ﾌｸﾏﾒ  050 空豆 

ﾌｸﾚｱｶﾞﾙ  077 化膿する 

ﾌｸﾛ  016 黒子 

ﾌﾟｼﾞﾅﾒﾗ  006 縞蛇 

ﾌｼﾞﾏﾒ  050 空豆 

ﾌｽﾍﾞ  016 黒子 

ﾌﾀｰﾂｯｺ  034 双生児 

ﾌﾀｰﾘｯｺ  034 双生児 

ﾌﾀｰﾘﾎﾞｺ  034 双生児 

ﾌﾀｰﾘﾒ  060 次男 

ﾌﾀｺﾞ  034 双生児 

ﾌﾀﾂｸﾚ  034 双生児 

ﾌﾀｯｺ  034 双生児 

ﾌﾀﾂｺ  034 双生児 

ﾌﾀﾂｺﾞ  034 双生児 

ﾌﾀﾂｺﾒ  045 里帰り 

ﾌﾀﾂｯｸﾘ  034 双生児 

ﾌﾀｯﾂｺ  034 双生児 

ﾌﾀﾂｯｺ  034 双生児 

ﾌﾀﾂﾒ  045 里帰り 

ﾌﾞﾀﾉｼｯﾎﾟ  061 末の子 

ﾌﾀﾒ  045 里帰り 

ﾌﾀﾘｺﾞ  034 双生児 

ﾌﾀﾘｯｺ  034 双生児 

ﾌﾀ-ﾘｯｺ  034 双生児 

ﾌﾀﾘﾎﾞｺ  034 双生児 

ﾌﾀﾘﾎﾞｺｰ  034 双生児 

ﾌﾀﾘﾒ  060 次男 

ﾌﾁﾍﾞﾀﾘ  069 土間 

ﾌﾞﾁｮﾙ  039 崩れる 

ﾌｯｷﾀﾏ  030 蕗の薹 

ﾌｯｷﾊﾟ  030 蕗の薹 

ﾌﾞｯｸｽﾞﾚﾙ  039 崩れる 

ﾌｯﾀｯｺ  034 双生児 

ﾌｯﾄｰ  025 湯気 

ﾌﾞﾂﾌﾞﾂ  074 にきび 

ﾌﾂﾑｽ  100 くすぐる 

ﾌﾈﾆﾉﾙ  072 寝小便 

ﾌﾌｯｺ  034 双生児 

ﾌﾗﾅｲｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾅｷｬ  087 降らないか 

ﾌﾗﾆｬｰ  087 降らないか 

ﾌﾗﾆｬｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾆｬｰﾀﾞｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾈｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾈｰﾀﾞｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾈｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾉｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾉｰﾄﾞｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝｶﾅｰ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝｽﾞﾗｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝﾀﾞｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝっﾞﾗｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝﾄﾞｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝﾄﾞｰｶﾅｰ  087 降らないか 

ﾌﾗﾝﾗｶ  087 降らないか 

ﾌﾘｼｷ  055 風呂敷 

ﾌﾙｼｷ  055 風呂敷 
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ﾌﾙﾐｬｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾙﾒｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾛｼｷ  055 風呂敷 

ﾌﾝ  054 蚕の糞 

ﾌﾝ  076 鶏の糞 

ﾌﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾌﾝｸﾞﾘﾀﾞﾏ  052 松の実 

ﾌﾝｽﾞｹ  042 踵 

ﾌﾝﾅｲｶ  087 降らないか 

ﾌﾝﾅｲﾀﾞｶ  087 降らないか 

ﾌﾝﾆｬｰｶ  087 降らないか 

ﾌﾝﾈｰｶ  087 降らないか 

ﾍｰ  098 肺臓 

ﾍﾞｰ  095 ばかり 

ﾍｴｼ  044 竹やぶ 

ﾍｰｯﾌﾟﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾍｰﾋﾞ  006 縞蛇 

ﾍｰﾋﾞﾉｵｲｼｬｻﾝ  007 とかげ 

ﾍｰﾘｸﾁ  071 入口 

ﾍｰﾘｸﾞﾁ  071 入口 

ﾍｰﾘｯｸﾁ  071 入口 

ﾍﾟｼｮﾍﾟｼｮ  057 彼岸花 

ﾍｯﾂｲﾊﾞﾀ  070 台所 

ﾍｯﾋﾟﾘ  050 空豆 

ﾍｯﾋﾟﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾍｯﾋﾟﾘﾏﾒ  080 落花生 

ﾍｯﾌﾟﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾍﾞﾆｶﾈﾂｹﾙ  078 お化粧する 

ﾍﾞﾆﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ﾍﾞﾆﾙｽﾙ  078 お化粧する 

ﾍﾋﾞ  006 縞蛇 

ﾍﾋﾞﾀ  006 縞蛇 

ﾍﾋﾞﾉﾏｸﾗ  001 蝸牛 

ﾍﾞﾍﾞﾗ  003 御玉杓子 

ﾍﾞﾍﾞﾗｯｺ  003 御玉杓子 

ﾍﾞｬｰ  095 ばかり 

ﾍﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾎｳｶｲ  039 崩れる 

ﾎｳｿｳ  073 あばた 

ﾎﾞｰ  059 長男 

ﾎﾞｰｱｼ  043 びっこ 

ﾎｰｷﾝｼﾞﾝｼﾞｲ  030 蕗の薹 

ﾎｰｷﾝﾊﾞ  030 蕗の薹 

ﾎﾞｰｸﾞﾐ  040 仲良し 

ﾎﾞｰｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ﾎﾞｰｺﾞﾘ  022 つらら 

ﾎﾞｰｼﾞｬｸ  037 ひょうそ 

ﾎﾞｰｼﾞｬｸ  077 化膿する 

ﾎﾞｰｼｬｸｽﾙ  077 化膿する 

ﾎﾞｰｼﾞｬｸｽﾙ  077 化膿する 

ﾎﾞｰｼﾞｬｽﾙ  077 化膿する 

ﾎｰｿｰ  073 あばた 

ﾎｰｿｰｱﾄ  073 あばた 

ﾎｰｿｰｯｺ  073 あばた 

ﾎｰｿｰﾉｱﾄ  073 あばた 

ﾎｰｿｰﾔﾐ  073 あばた 

ﾎｰｿｯｶｵ  073 あばた 

ﾎｰｿﾉｱﾄ  073 あばた 

ﾎｰｿﾝﾎﾞｰ  073 あばた 

ﾎｰﾀﾗﾐﾐｽﾞ  064 みみず 

ﾎﾞｰﾁｬｸｽﾙ  077 化膿する 

ﾎﾞｰﾁｬｽﾙ  077 化膿する 

ﾎﾞｰﾌﾞﾗ  003 御玉杓子 

ﾎﾞｰﾌﾞﾘ  003 御玉杓子 

ﾎｰﾚｰ  029 玉蜀黍 

ﾎﾞｶｯﾃｰ  101 暖かい 

ﾎﾞｶﾎﾞｶ  101 暖かい 

ﾎﾟｶﾎﾟｶ  101 暖かい 

ﾎﾞｶﾎﾞｶｽﾙ  101 暖かい 

ﾎﾞｷ  056 げんこつ 

ﾎｷｷｮﾝ  030 蕗の薹 

ﾎｸｿ  073 あばた 

ﾎｸｿｶﾞｵ  073 あばた 

ﾎｸｿｾｯｶ  073 あばた 

ﾎｸｿｯｶｵ  073 あばた 

ﾎｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾎｸﾞﾚﾙ  075 もつれる 

ﾎｸﾞﾚﾝ  075 もつれる 

ﾎｸﾛ  016 黒子 

ﾎｸﾛ  073 あばた 

ﾎｹｷｮ  030 蕗の薹 

ﾎｹｷｮｰ  030 蕗の薹 

ﾎﾞｹｯﾀｲ  101 暖かい 

ﾎﾞｹｯﾃｰ  101 暖かい 

ﾎﾞｹｯﾄｲ  101 暖かい 

ﾎﾞｺ  053 蚕 

ﾎﾞｺｻﾏ  053 蚕 

ﾎｼ  013 瞳 

ﾎｼ  016 黒子 

ﾎｼﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾎｽﾞｾﾅｲ  075 もつれる 

ﾎｿｲ  096 狭い 

ﾎｿｰﾉｱﾄ  073 あばた 

ﾎﾁｸｿ  073 あばた 

ﾎｯｶﾄﾞｰｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾎﾂｷﾓﾛﾓｼ  029 玉蜀黍 

ﾎｯｸｽ  073 あばた 

ﾎｯｸｿ  016 黒子 

ﾎｯｸｿ  073 あばた 

ﾎﾞｯｸｿ  073 あばた 
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ﾎｯｸｿｶﾞｵ  073 あばた 

ﾎｯｸﾛ  016 黒子 

ﾎﾟｯｸﾝ  056 げんこつ 

ﾎﾞｯｹｰﾃｰ  101 暖かい 

ﾎﾞｯｹｯﾀｲ  101 暖かい 

ﾎﾞｯｹｯﾃｰ  101 暖かい 

ﾎﾞｯｹﾃｰ  101 暖かい 

ﾎﾞｯﾁｸｿﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾎﾞｯﾁﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾎﾟｯﾄｼﾃｲﾙ  101 暖かい 

ﾎﾞﾂﾎﾞﾂ  073 あばた 

ﾎﾞﾂﾎﾞﾂ  074 にきび 

ﾎﾄﾞ  028 馬鈴薯 

ﾎﾄｹ  013 瞳 

ﾎﾄｹｰ  013 瞳 

ﾎﾄｹｻﾏ  013 瞳 

ﾎﾄｹｻﾝ  013 瞳 

ﾎﾄｹﾉﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾎﾄｹﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾎﾞﾛ  074 にきび 

ﾎﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾎﾞﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾎﾝｸﾞﾘﾀﾏ  052 松の実 

ﾎﾞﾝｻﾝﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝｻﾝﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝｻﾝﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝｼｮｰﾘ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾀﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾁｮｰﾁｮｰ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾝﾌﾞ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾝﾎﾟ  062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾎﾝﾊﾞﾔ  046 目高 

ﾎﾝﾎﾞｰｿ  073 あばた 

ﾎﾝﾎﾞｰｿｰ  073 あばた 

ﾎﾞﾝﾎﾞｸｼﾞｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾎﾞﾝﾎﾞｹﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾏｲｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾏｲﾀﾞﾚ  015 涎掛(大) 

ﾏｲﾏｲ  001 蝸牛 

ﾏｴｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾏｴｺ  015 涎掛(大) 

ﾏｴﾀﾞﾚ  015 涎掛(大) 

ﾏｷ  047 血統 

ﾏｷ  048 親類 

ﾏｷｼﾞﾊﾝ  068 土台石 

ﾏｸﾞﾁ  071 入口 

ﾏｼﾞﾏﾑｼ  006 縞蛇 

ﾏっｶｻ  052 松の実 

ﾏｯｶｻ  052 松の実 

ﾏﾂｶｻ  052 松の実 

ﾏﾂｶﾞｻ  052 松の実 

ﾏﾂｶｯｺ  052 松の実 

ﾏﾂｹﾝﾄﾞｽ  052 松の実 

ﾏﾂｽﾞﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾀﾞﾝｺﾞ  052 松の実 

ﾏﾂｯｶｰ  052 松の実 

ﾏﾂｯｶｻ  052 松の実 

ﾏﾂｯｶｻｹﾝﾄﾞｰｽ  052 松の実 

ﾏﾂｯｶｽﾞ  052 松の実 

ﾏﾂｯﾎﾞｯｸﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾉｲﾎﾞ  052 松の実 

ﾏﾂﾉｶﾝｺ  052 松の実 

ﾏﾂﾉｷﾉｶｻ  052 松の実 

ﾏﾂﾉｷﾉﾎﾞﾝﾎﾞﾝ  052 松の実 

ﾏﾂﾉﾊﾅ  052 松の実 

ﾏﾂﾉﾎﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾉﾎﾞﾝﾎﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾉﾐ  052 松の実 

ﾏﾂﾌｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾌﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾌﾞﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾎﾞ  052 松の実 

ﾏﾂﾎﾞｯｸﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾎﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾎﾞﾝｸﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾐﾄﾞﾘ  052 松の実 

ﾏﾂﾑｼ  063 コオロギ 

ﾏﾅｺ  013 瞳 

ﾏﾏｸﾑ  039 崩れる 

ﾏﾓｰ  077 化膿する 

ﾏﾓﾙ  077 化膿する 

ﾏﾙﾄ  097 心臓 

ﾏﾝｼﾞ  001 蝸牛 

ﾏﾝｼﾞｭｹﾞﾉｰ  057 彼岸花 

ﾏﾝｼｭｻｹﾞ  057 彼岸花 

ﾏﾝｼﾞｭｻｹﾞ  057 彼岸花 

ﾏﾝｼﾞｭｼｬｹﾞ  057 彼岸花 

ﾏﾝｽﾞｼｬｹﾞ  057 彼岸花 

ﾏﾝﾋﾞｼｬｸ  057 彼岸花 

ﾏﾝﾋﾞｼｬｸﾞﾉﾊﾅ  057 彼岸花 

ﾐｳﾁ  047 血統 

ﾐｳﾁ  048 親類 

ﾐｺｼﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾐｼﾞﾝｺ  003 御玉杓子 

ﾐｽﾞ  102 桑の実 

ﾐｽﾞﾊﾞ  070 台所 
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ﾐｽﾞﾔ  070 台所 

ﾐｿｽﾘ  026 すり鉢 

ﾐｿｽﾘﾎﾞｰ  027 すり棒 

ﾐｿﾍﾞﾔ  070 台所 

ﾐﾂ  102 桑の実 

ﾐｯｶﾒ  045 里帰り 

ﾐｯｺｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ﾐｯﾂﾒ  045 里帰り 

ﾐﾂﾐ  045 里帰り 

ﾐﾂﾑｶｲ  045 里帰り 

ﾐﾂﾑｶｴ  045 里帰り 

ﾐっﾒ  045 里帰り 

ﾐﾂﾒ  045 里帰り 

ﾐﾂﾒｶﾞｴﾘ  045 里帰り 

ﾐﾂﾒｹﾞｰﾘ  045 里帰り 

ﾐﾃﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾐﾉﾌﾙｼｷ  055 風呂敷 

ﾐﾉﾌﾞﾙｼｷ  055 風呂敷 

ﾐﾉﾌﾞﾛｼｷ  055 風呂敷 

ﾐﾊﾘ  046 目高 

ﾐﾐｽﾞ  064 みみず 

ﾐﾐｽﾞｸ  064 みみず 

ﾐﾐﾝｼﾞｮ  001 蝸牛 

ﾐﾐﾝｽﾞ  064 みみず 

ﾐﾒｽﾞ  064 みみず 

ﾐｬｰｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾐｬｰﾐｬｰ  001 蝸牛 

ﾐﾔﾏﾙ  064 みみず 

ﾐﾔﾏﾙﾄｰ  064 みみず 

ﾐﾔﾏﾙﾄﾞｰ  064 みみず 

ﾐｬﾝﾐｬﾝ  001 蝸牛 

ﾐﾖﾘ  048 親類 

ﾑｶｴﾑｺ  033 婿養子 

ﾑｸﾞｯﾀｲ  099 擽ったい 

ﾑｸﾄｲ  101 暖かい 

ﾑｺ  033 婿養子 

ﾑｺｻﾏ  033 婿養子 

ﾑｺｻﾝ  033 婿養子 

ﾑｺﾄﾘ  033 婿養子 

ﾑｺﾖｰｼ  033 婿養子 

ﾑｼｱﾂｲ  101 暖かい 

ﾑｽﾞｶﾞﾕｲ  099 擽ったい 

ﾑｽｽﾞ  014 涎 

ﾑｽﾊﾞｯﾄｰ  075 もつれる 

ﾑｽﾊﾞﾙ  075 もつれる 

ﾑｽﾊﾞﾚﾙ  075 もつれる 

ﾑｽﾝﾀﾞ  075 もつれる 

ﾑﾈ  098 肺臓 

ﾑﾈｶﾞｹ  015 涎掛(大) 

ﾑﾑｽ  100 くすぐる 

ﾑﾑｯﾀｲ  099 擽ったい 

ﾑﾑｯﾁｰ  099 擽ったい 

ﾑﾑｯﾃｰ  099 擽ったい 

ﾒｲﾒｲ  001 蝸牛 

ﾒｲﾒｲﾄﾞﾝﾄﾞﾝ  001 蝸牛 

ﾒｪｰﾒｪｰ  001 蝸牛 

ﾒｰｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾒｰｺ  015 涎掛(大) 

ﾒｰｺｰｼﾞ  012 麦粒腫 

ﾒｰﾀﾞｯｺ  046 目高 

ﾒｰﾀﾞﾚ  015 涎掛(大) 

ﾒｰﾀﾞﾚｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾒｰﾒｰ  001 蝸牛 

ﾒｰﾒｰｸｼﾞ  001 蝸牛 

ﾒｰﾒｰﾁｮｰ  001 蝸牛 

ﾒｰﾒｰﾂ  001 蝸牛 

ﾒｰﾒﾝｼﾞｮｰ  001 蝸牛 

ﾒｰﾓｰｽﾞ  001 蝸牛 

ﾒｰﾝﾒｰｺｳｼﾞ  001 蝸牛 

ﾒｰﾝﾒﾝ  001 蝸牛 

ﾒｶｺﾞ  012 麦粒腫 

ﾒｶｼｺﾑ  078 お化粧する 

ﾒｶｽ  078 お化粧する 

ﾒｶﾞﾘ  046 目高 

ﾒｶﾞﾜﾙｲ  012 麦粒腫 

ﾒｸｼﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾒｸｯﾁｮ  003 御玉杓子 

ﾒｸﾞﾘ  027 すり棒 

ﾒｸﾞﾘｷ  027 すり棒 

ﾒｸﾞﾘﾊﾞﾁ  026 すり鉢 

ﾒｸﾞﾘﾎﾞ  027 すり棒 

ﾒｸﾞﾘﾎﾞｳ  027 すり棒 

ﾒｸﾞﾘﾎﾞｰ  027 すり棒 

ﾒｺｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ﾒｺｼﾞﾝｷ  012 麦粒腫 

ﾒｺﾝｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ﾒｻﾞｶ  046 目高 

ﾒｻﾞｯｺ  046 目高 

ﾒﾀﾞ  046 目高 

ﾒﾀｶ  046 目高 

ﾒﾀﾞｶ  046 目高 

ﾒﾀﾞｶｯｺ  046 目高 

ﾒﾀﾞｺ  046 目高 

ﾒﾀﾞｯｶ  046 目高 

ﾒﾀﾞｯｺ  046 目高 

ﾒﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾒｯｷﾘ  046 目高 

ﾒｯｸﾘﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾒｯｺｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ﾒｯｺﾞｼｷ  012 麦粒腫 
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ﾒｯﾁｮ  012 麦粒腫 

ﾒｯﾊﾟｰ  012 麦粒腫 

ﾒｯﾊﾟｼﾞｷ  012 麦粒腫 

ﾒﾃﾞｶ  046 目高 

ﾒﾄﾞｯｺ  046 目高 

ﾒﾉｸﾛﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾒﾉﾀﾏ  013 瞳 

ﾒﾉﾎｼ  013 瞳 

ﾒﾉﾎﾄｹ  013 瞳 

ﾒﾉﾎﾄｹｻﾏ  013 瞳 

ﾒﾉﾎﾄｹｻﾝ  013 瞳 

ﾒﾊﾞｯﾂﾙ  012 麦粒腫 

ﾒﾌﾞﾁ  013 瞳 

ﾒﾎﾞｼ  012 麦粒腫 

ﾒﾎﾞｼ  013 瞳 

ﾒﾎﾞｼ  027 すり棒 

ﾒﾎﾞﾄｷ  013 瞳 

ﾒﾎﾞﾄｹ  013 瞳 

ﾒﾏﾌﾞｷ  012 麦粒腫 

ﾒﾐｽﾞ  064 みみず 

ﾒﾒ  064 みみず 

ﾒﾒｸｼﾞ  064 みみず 

ﾒﾒｸｼﾞﾗ  002 なめくじ 

ﾒﾒｸｼﾞﾗ  064 みみず 

ﾒﾒｺ  003 御玉杓子 

ﾒﾒｽﾞ  064 みみず 

ﾒﾒｯｺ  003 御玉杓子 

ﾒﾒﾝｼﾞｮ  001 蝸牛 

ﾒﾒﾝｼﾞｮ  064 みみず 

ﾒﾒﾝｼﾞｮｲ  064 みみず 

ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ  001 蝸牛 

ﾒﾒﾝｼﾞｮｰ  064 みみず 

ﾒﾒﾝﾄﾞｰ  001 蝸牛 

ﾒﾝｷｮ  046 目高 

ﾒﾝｷｮｰ  046 目高 

ﾒﾝｸﾞﾘ  027 すり棒 

ﾒﾝｺ  046 目高 

ﾒﾝｺ  056 げんこつ 

ﾒﾝｻﾞ  046 目高 

ﾒﾝｻﾞｯｺ  046 目高 

ﾒﾝｻﾞｬｯｺ  046 目高 

ﾒﾝｼﾞｬｺ  046 目高 

ﾒﾝｼﾞｬｯｺ  046 目高 

ﾒﾝｼﾞｬﾝｺ  046 目高 

ﾒﾝｼﾞｮ  064 みみず 

ﾒﾝﾀﾞｸﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾒﾝﾀﾞｯｶ  046 目高 

ﾒﾝﾀﾞｯｺ  046 目高 

ﾒﾝﾄﾞｸﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾒﾝﾄﾞｸﾊﾞﾅ  013 瞳 

ﾒﾝﾄﾞｯｺ  046 目高 

ﾒﾝﾉｸﾀﾞﾏ  013 瞳 

ﾒﾝﾎﾞ  012 麦粒腫 

ﾒﾝﾎﾞｰ  027 すり棒 

ﾒﾝﾒﾝ  001 蝸牛 

ﾒﾝﾒﾝｺｰｼﾞ  001 蝸牛 

ﾒﾝﾒﾝｻｰﾙ  001 蝸牛 

ﾒﾝﾒﾝｻﾞｰﾙ  001 蝸牛 

ﾒﾝﾒﾝﾀﾞｰﾙ  001 蝸牛 

ﾒﾝﾓｰｽﾞ  001 蝸牛 

ﾓｶﾞｵ  073 あばた 

ﾓｸﾞｻ  008 お灸 

ﾓｸﾞｽ  100 くすぐる 

ﾓｸﾞｿ  008 お灸 

ﾓｸﾃﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｸﾞﾚﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｶﾚﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｸﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｸﾚﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｹﾙ  075 もつれる 

ﾓｼｬｸｼｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｬｸｼﾞｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｬｸﾞｼﾞｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｬｸﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｬｸﾚﾙ  075 もつれる 

ﾓｼｬﾓｼｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞｬﾓｼﾞｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞﾙ  075 もつれる 

ﾓｼﾞﾙ  100 くすぐる 

ﾓｼﾞﾚﾙ  075 もつれる 

ﾓｽﾞﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｽﾞﾚﾙ  075 もつれる 

ﾓﾁｸﾞｻ  008 お灸 

ﾓﾁﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ﾓﾁｬｸﾁｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓｯｶ  073 あばた 

ﾓｯｶｰ  073 あばた 

ﾓｯｶｲ  073 あばた 

ﾓｯｶﾔｯｶ  073 あばた 

ﾓﾂﾚ  075 もつれる 

ﾓﾂﾚﾙ  075 もつれる 

ﾓﾄﾞﾛ  101 暖かい 

ﾓﾉﾓﾗｲ  012 麦粒腫 

ﾓﾉﾓﾘｬｰ  012 麦粒腫 

ﾓﾉﾓﾚｲ  012 麦粒腫 

ﾓﾉﾓﾚｰ  012 麦粒腫 

ﾓﾎﾞｼ  012 麦粒腫 

ﾓﾏｶｽ  100 くすぐる 

ﾓﾏｽ  075 もつれる 

ﾓﾏｽ  100 くすぐる 
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ﾓﾐｸﾞｻ  008 お灸 

ﾓﾐｸｼｬﾗﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾐｸｼﾞﾗﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾐｸﾁｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾑｽ  100 くすぐる 

ﾓﾑｯﾀｲ  099 擽ったい 

ﾓﾒｰｽ  100 くすぐる 

ﾓﾒｸｼｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾒｸｼﾞﾗﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾒｸﾁｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾒｸﾝｼﾞｬﾗﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾒﾁﾏｳ  075 もつれる 

ﾓﾒﾃﾙ  075 もつれる 

ﾓﾒﾙ  075 もつれる 

ﾓﾓｶｽ  100 くすぐる 

ﾓﾓｸｯﾁｬｰﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾓｽ  100 くすぐる 

ﾓﾓｾｰ  100 くすぐる 

ﾓﾓﾀｲ  099 擽ったい 

ﾓﾓﾁｰ  099 擽ったい 

ﾓﾓｯｺｲ  099 擽ったい 

ﾓﾓｯﾀｲ  099 擽ったい 

ﾓﾓｯﾀｸｻｾﾙ  100 くすぐる 

ﾓﾓｯﾀｸｽﾙ  100 くすぐる 

ﾓﾓｯﾁｨ  099 擽ったい 

ﾓﾓｯﾁｰ  099 擽ったい 

ﾓﾓｯﾁｸｽﾙ  100 くすぐる 

ﾓﾓｯﾁｸﾙ  100 くすぐる 

ﾓﾓｯﾃｲ  099 擽ったい 

ﾓﾓｯﾃｰ  099 擽ったい 

ﾓﾖｷﾞ  008 お灸 

ﾓﾗｲ  012 麦粒腫 

ﾓﾛｺｼ  029 玉蜀黍 

ﾓﾝｶ  073 あばた 

ﾓﾝｸﾞﾁ  071 入口 

ﾓﾝｼｬ  073 あばた 

ﾓﾝｼｬｰ  073 あばた 

ﾓﾝｼﾞｬｰ  073 あばた 

ﾓﾝｼﾞｬｸｼﾞｬｰﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾝｼﾞｬｸｼﾞｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾝｼﾞｬｸﾞｼﾞｬﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾓﾝｼﾞｬｸﾚﾙ  075 もつれる 

ﾓﾝｼｬｯｶｵ  073 あばた 

ﾓﾝﾓｼﾞｸﾚﾙ  075 もつれる 

ﾔｰｾ  074 にきび 

ﾔｰﾄ  008 お灸 

ﾔｰﾍﾞ  0931 行こう(意志) 

ﾔｰﾍﾞ  0932 行こう(勧誘) 

ﾔｲﾄ  008 お灸 

ﾔｲﾄｰ  008 お灸 

ﾔｶ  073 あばた 

ﾔｶｰ  073 あばた 

ﾔｶｰﾄ  073 あばた 

ﾔｶﾎﾞｸｿ  073 あばた 

ﾔｷﾄ  008 お灸 

ﾔｸ  009 据える 

ﾔｻｼｲ  067 小さい 

ﾔｼｷﾊﾞ  070 台所 

ﾔｯｶ  073 あばた 

ﾔｯｶｰ  073 あばた 

ﾔｯｶﾎﾞｯｸｿ  073 あばた 

ﾔｯｶﾓｯｶ  073 あばた 

ﾔｯﾁﾒｰ  081 しなさい 

ﾔｯﾃｵｸﾝﾅｯﾃ  081 しなさい 

ﾔｯﾃｵｸﾝﾈｰ  081 しなさい 

ﾔｯﾃｸﾀﾞｻｲ  081 しなさい 

ﾔｯﾃｸﾘｮｰ  081 しなさい 

ﾔｯﾃｸﾚ  081 しなさい 

ﾔｯﾃｼﾏｴ  081 しなさい 

ﾔｯﾄｸﾚﾖ  081 しなさい 

ﾔｯﾄｸﾝﾅｯﾃ  081 しなさい 

ﾔﾄﾞｶﾞｲ  001 蝸牛 

ﾔﾄﾞﾅｼ  002 なめくじ 

ﾔﾆｮｳ  072 寝小便 

ﾔﾈｺﾞｰﾘ  022 つらら 

ﾔﾋ  008 お灸 

ﾔﾌﾞ  044 竹やぶ 

ﾔﾌﾞｯｶｻ  044 竹やぶ 

ﾔﾌﾞﾝﾄﾞ  044 竹やぶ 

ﾔﾌﾞﾝﾄﾞｰ  044 竹やぶ 

ﾔﾎﾞ  044 竹やぶ 

ﾔﾏｰｾﾀ  077 化膿する 

ﾔﾏｳ  077 化膿する 

ﾔﾏｵｼﾗ  053 蚕 

ﾔﾏｶｶｼ  006 縞蛇 

ﾔﾏｶｶﾞｼ  006 縞蛇 

ﾔﾏｶｶﾞｼ  007 とかげ 

ﾔﾏｶﾞｷﾀ  039 崩れる 

ﾔﾏｯｶｶｼ  006 縞蛇 

ﾔﾏｯｶｶﾞｼ  006 縞蛇 

ﾔﾒｷﾞ  057 彼岸花 

ﾔﾓｳ  077 化膿する 

ﾔﾓｰ  077 化膿する 

ﾔﾓﾙ  077 化膿する 

ﾔﾗｻﾞｰ  020 する(片足) 

ﾔﾗｾ  074 にきび 

ﾔﾗｯｼｬｰ  081 しなさい 

ﾔﾗｯｼｬｲ  081 しなさい 

ﾔﾗﾅｶﾀﾞﾒｼﾞｬﾝ  081 しなさい 

ﾔﾘｵﾄ  038 声 
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ﾔﾘｶ  043 びっこ 

ﾔﾘｶﾝ  043 びっこ 

ﾔﾘｾ  074 にきび 

ﾔﾘﾅｻｲﾖ  081 しなさい 

ﾔﾙ  020 する(片足) 

ﾔﾙｶ  074 にきび 

ﾔﾙｾ  074 にきび 

ﾔﾙｾﾄﾞ  074 にきび 

ﾔﾙｾﾆｷﾋﾞ  074 にきび 

ﾔﾙﾍﾞｰ  081 しなさい 

ﾔﾙﾍﾞｰﾖ  081 しなさい 

ﾔﾚ  081 しなさい 

ﾔﾚｰ  081 しなさい 

ﾔﾚｼ  081 しなさい 

ﾔﾚｼﾈｰ  081 しなさい 

ﾔﾚｾ  074 にきび 

ﾔﾚｿ  074 にきび 

ﾔﾚﾅｲ  085 出来ない 

ﾔﾚﾔ  081 しなさい 

ﾔﾚﾖ  081 しなさい 

ﾔﾚﾝ  085 出来ない 

ﾔﾛｰ  020 する(片足) 

ﾔﾛｾ  074 にきび 

ﾔﾝｼﾞｬﾗﾆﾅﾙ  075 もつれる 

ﾔﾝﾒ  012 麦粒腫 

ﾔﾝﾒﾉﾊﾅ  057 彼岸花 

ﾔﾝﾒﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾕｲﾎﾞﾈ  038 声 

ﾕｰﾀﾞﾁ  072 寝小便 

ﾕｰﾔｹﾄﾝﾎﾞ  062 赤とんぼ 

ﾕｰﾗ  021 鬼ごっこ 

ﾕｰﾗｸ  022 つらら 

ﾕｰﾗｯｺ  021 鬼ごっこ 

ﾕｰﾚｲﾊﾞﾅ  057 彼岸花 

ﾕｴﾝ  025 湯気 

ﾕｶﾞｲ  025 湯気 

ﾕｶｽﾞ  0931 行こう(意志) 

ﾕｶｽﾞ  0932 行こう(勧誘) 

ﾕｶﾘ  047 血統 

ﾕｶﾞﾜｸ  025 湯気 

ﾕｷ  025 湯気 

ﾕｷﾞ  025 湯気 

ﾕｷｱｼ  017 竹馬 

ﾕｷﾀﾞﾚ  022 つらら 

ﾕｷﾉｼﾀ  030 蕗の薹 

ﾕｷﾏﾒ  050 空豆 

ﾕｷﾔﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾕｷﾔﾚ  050 空豆 

ﾕｷﾔﾚﾏﾒ  050 空豆 

ﾕｷｭｰﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾕｷﾜﾗﾏﾒ  050 空豆 

ﾕｷﾜﾘ  050 空豆 

ﾕｷﾜﾘﾏﾒ  050 空豆 

ﾕｷﾜﾚ  050 空豆 

ﾕｷﾜﾚｿｰ  050 空豆 

ﾕｷﾜﾚﾏﾒ  050 空豆 

ﾕｷﾝﾎﾞｰ  022 つらら 

ﾕｹﾞ  017 竹馬 

ﾕｹﾞ  025 湯気 

ﾕｹﾑﾘ  025 湯気 

ﾕｺｰ  0931 行こう(意志) 

ﾕｺｰ  0932 行こう(勧誘) 

ﾕｽﾞ  073 あばた 

ﾕｽﾞｶﾞｵ  073 あばた 

ﾕｽﾞｶﾜ  073 あばた 

ﾕｽﾞﾉｶｵ  073 あばた 

ﾕｽﾞﾉｶﾜ  073 あばた 

ﾕｽﾞﾊﾀﾞ  073 あばた 

ﾕｽﾞﾘﾎﾞｰ  027 すり棒 

ﾕﾀﾞﾚ  014 涎 

ﾕﾀﾞﾚｶｹ  015 涎掛(小) 

ﾕﾀﾝ  055 風呂敷 

ﾕﾋﾞｶﾞｲﾎﾞｰ  037 ひょうそ 

ﾕﾋﾞｽｷﾞ  037 ひょうそ 

ﾕﾋﾞｽｽｷ  037 ひょうそ 

ﾕﾋﾞｽｽｷﾞ  037 ひょうそ 

ﾕﾋﾞｽﾞｽｷ  037 ひょうそ 

ﾕﾋﾞﾂﾂｷ  037 ひょうそ 

ﾕﾋﾞﾎｰｿ  037 ひょうそ 

ﾕﾋﾞﾎｰｿｰ  037 ひょうそ 

ﾕﾗｻﾝ  021 鬼ごっこ 

ﾖｳｼ  033 婿養子 

ﾖｰｷｰｶﾞｲｰ  101 暖かい 

ﾖｰｼ  033 婿養子 

ﾖｺﾃ  054 蚕の糞 

ﾖｻｯｼｬｲ  086 駄目だ 

ﾖｼﾞｸﾚﾙ  075 もつれる 

ﾖｽﾞ  014 涎 

ﾖﾀﾞｹｶｹ  015 涎掛(小) 

ﾖﾀﾞﾚ  014 涎 

ﾖﾀﾞﾚｶｹ  015 涎掛(小) 

ﾖﾀﾞﾚｶﾞｹ  015 涎掛(小) 

ﾖﾀﾞﾚﾏｴｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾖﾀﾞﾚﾒｰｶｹ  015 涎掛(大) 

ﾖﾂﾒ  045 里帰り 

ﾖﾃ  031 左利き 

ﾖﾄﾘ  059 長男 

ﾖﾑｷﾞ  008 お灸 

ﾖﾒ  103 花嫁 

ﾖﾒｺﾞ  103 花嫁 
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ﾖﾒｺﾞﾘｮｰ  103 花嫁 

ﾖﾒｻﾏ  103 花嫁 

ﾖﾒｻﾝ  103 花嫁 

ﾖﾒﾄﾞﾉ  103 花嫁 

ﾖﾓｷﾞ  008 お灸 

ﾖﾓﾐ  008 お灸 

ﾖﾘﾂｷ  069 土間 

ﾗｯｶ  080 落花生 

ﾗｯｶｼ  080 落花生 

ﾗｯｶｼｮｰ  080 落花生 

ﾗｯｶｾｲ  080 落花生 

ﾗｯｶｾｴ  080 落花生 

ﾗｯｶｾｰ  080 落花生 

ﾗｯｶﾏﾒ  080 落花生 

ﾙｲ  047 血統 

ﾚﾝｹﾞ  098 肺臓 

ﾚﾝｼﾞ  097 心臓 

ﾛｼﾞ  069 土間 

ﾛｼﾞ  070 台所 

ﾜｶﾗﾅｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾅｰﾅｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾅｲ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾅｲﾅｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾅｲﾜ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾆｬｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾆｬｰﾄﾞ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾈｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾈｰｿﾞ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾈｰﾅｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾈｰﾜ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾉｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾉｰﾆ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝｶ  087 降らないか 

ﾜｶﾗﾝｼﾞｬﾝ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝｼﾞｬﾝﾈ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝｼﾞｬﾝﾈｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝｿﾞ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝｿﾞｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝｿﾞｰﾅｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝっﾞﾗﾅｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾄﾞ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾅ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾅｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾈ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾈｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾖ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾖﾈｰ  088 わからない 

ﾜｶﾗﾝﾗｰ  088 わからない 

ﾜｶﾘｯｺﾈｰ  088 わからない 

ﾜｶﾙﾓﾉｶ  088 わからない 

ﾜｶﾝﾅｲ  088 わからない 

ﾜｶﾝﾆｬｰ  088 わからない 

ﾜｶﾝﾈｰ  088 わからない 

ﾜｷｶﾞ  032 わきが 

ﾜｷｸﾞｻ  032 わきが 

ﾜｷｺﾞ  032 わきが 

ﾜｷｻ  032 わきが 

ﾜｷｼﾗｽﾞ  032 わきが 

ﾜｸｻ  032 わきが 

ﾜｸﾞｻ  032 わきが 

ﾜｸｼ  032 わきが 

ﾜｸｿ  032 わきが 

ﾜｸﾁ  032 わきが 

ﾜｹ  051 食べ残し 

ﾜｹｰ  051 食べ残し 

ﾜｹﾆｽﾙ  051 食べ残し 

ﾜｻﾞｯｺ  034 双生児 

ﾜｽﾚｸﾞｻ  057 彼岸花 

ﾜｾｲﾓ  028 馬鈴薯 

ﾜﾀﾞｯｺ  034 双生児 

ﾜﾀﾞﾎﾞｺ  034 双生児 

ﾜｯｸｻ  032 わきが 

ﾜｯｸｽ  032 わきが 

ﾜｯｸｿ  032 わきが 

ﾜｯｻﾞｯｺ  034 双生児 

ﾜﾙﾀﾞｯｺ  034 双生児 

ﾜﾚﾀﾞｯｺ  034 双生児 

ﾜﾝｻﾞｯｺ  034 双生児 

ﾜﾝﾀﾞｰﾎﾞｺ  034 双生児 

ﾜﾝﾀｯｺ  034 双生児 

ﾜﾝﾀﾞｯｺ  034 双生児 

ﾜﾝﾀﾞﾎﾞｺ  034 双生児 

ﾝﾍﾞｰ  004 蛙 

 


