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ｧｧﾃﾞｸ 081 しなさい 

ｧｪｹｯﾃﾞ 065 大きい 

ｱﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 

ｲｲーｬﾘｸ 084 来れば 

ｲｲｶﾞーｶﾞﾅ 040 仲良し 

ｲｲｶﾞーｷーﾖ 101 暖かい 

ｲｲｶﾞｶﾅ 040 仲良し 

ｲｲｶﾞｶﾅ 040 仲良し 

ｲｲｶﾅ 040 仲良し 

ｲｲｶﾅ 040 仲良し 

ｲｲﾊﾞーｺ 084 来れば 

ｲｲﾊﾞｹｶ 094 書きなさい 

ｲｲﾊﾞﾚｸ 084 来れば 

ｲｲﾝｶﾅ 040 仲良し 

ｲｪｼーﾁ 067 小さい 

ｲｵｱ 042 踵 

ｲｶｲ 065 大きい 

ｲｶｳﾎ 039 崩れる 

ｲｶｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｲｶｾﾞ 065 大きい 

ｲｶﾀｲｶﾀ 018 肩車 

ｲｶﾀﾀｱ 101 暖かい 

ｲｶﾀｯｱ 101 暖かい 

ｲｶｯｲ 065 大きい 

ｲｶｯﾀｱ 101 暖かい 

ｲｶｯﾁ 067 小さい 

ｲｶｯﾃﾞ 065 大きい 

ｲｶｯﾓ 073 あばた 

ｲｶﾃﾞ 065 大きい 

ｲｶﾞﾄｵ 038 声 

ｲｶﾞﾄﾞﾔ 001 蝸牛 

ｲｶﾑﾂﾐ 045 里帰り 

ｲｶﾞﾕ 025 湯気 

ｲｶﾙｱ 089 あるまい 

ｲｶﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｲｶﾞﾝｾ 026 すり鉢 

ｲｶﾞﾝﾃﾋﾞｸ 018 肩車 

ｲｷーｵ 065 大きい 

ｲｷｵｵ 065 大きい 

ｲｷｯｵ 065 大きい 

ｲｷｯﾁ 067 小さい 

ｲｸｱ 042 踵 

ｲｸﾁ 067 小さい 

ｲｸｯｱ 042 踵 

ｲｸｯｼ 068 土台石 

ｲｸｯﾁ 067 小さい 

ｲｸｯﾁ 096 狭い 

ｲｸｯﾇ 101 暖かい 

ｲｸﾇ 067 小さい 

ｲｸﾇ 101 暖かい 

ｲｸﾞﾝﾊ 051 食べ残し 

ｲｹｶ 047 血統 

ｲｺ 038 声 

ｲｺｱ 042 踵 

ｲｺーｱ 042 踵 

ｲｺｯｱ 042 踵 

ｲｺｯﾁ 067 小さい 

ｲｺｯﾇ 067 小さい 

ｲｺｯﾇ 096 狭い 

ｲｺｯﾉ 067 小さい 

ｲｺｯﾋﾞﾁ 096 狭い 

ｲｺｯﾏｺ 067 小さい 

ｲｺｯﾏｾ 096 狭い 

ｲｺｯﾓﾓ 099 擽ったい 

ｲｺｯｮﾁ 067 小さい 

ｲｺﾇ 067 小さい 

ｲｺﾇ 096 狭い 

ｲｺﾉ 067 小さい 

ｲｻーﾁ 067 小さい 

ｲｻーﾁ 096 狭い 

ｲｻｲﾁ 067 小さい 

ｲｻｲﾁ 096 狭い 

ｲｻﾀﾞｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｲｻﾀﾞｸﾃーｹ 094 書きなさい 

ｲｻﾀﾞｸﾃｼ 081 しなさい 

ｲｻﾀﾞｸﾃｯﾔ 081 しなさい 

ｲｻｯｶﾅ 060 次男 

ｲｻｯﾁ 067 小さい 

ｲｻｯﾁ 096 狭い 

ｲｻﾅｷｶ 094 書きなさい 

ｲｻﾅｼ 081 しなさい 

ｲｼﾞｶ 099 擽ったい 

ｲｼｺ 067 小さい 

ｲｼｻﾔ 067 小さい 

ｲｼﾞﾝｼﾞﾝｷーﾎ 030 蕗の薹 

ｲｽﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｲｽﾞｷｾ 011 背骨 

ｲｽｺ 067 小さい 

ｲｽﾞﾂｺ 011 背骨 

ｲｾｲﾁ 067 小さい 

ｲｾｶｯﾗ 080 落花生 

ｲｾｶﾆ 028 馬鈴薯 

「山梨県言語地図」出現語形逆引き索引「山梨県言語地図」出現語形逆引き索引「山梨県言語地図」出現語形逆引き索引「山梨県言語地図」出現語形逆引き索引 

下記のように種々問題はあるが、参考までに作成してみた。 

逆順の最後の長音(記号)は直前の文字を重ねた。例：ｶｻﾝﾐｬｰ → ｬｬﾐﾝｻｶ、ｶｻﾝﾒｰ → ﾒﾒﾝｻｶ。 
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ｲｾﾝｵ 038 声 

ｲｿｲﾁ 067 小さい 

ｲｿーﾁ 067 小さい 

ｲｿﾎ 096 狭い 

ｲﾀｲﾗﾓﾃｼｸﾔﾊ 081 しなさい 

ｲﾀﾞｸﾃｼ 081 しなさい 

ｲﾀｯｶﾞｽﾞｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯｸｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯｸﾞｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯｸﾞｽｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯｸﾞｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯｸﾞﾂｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯｸﾞﾑ 099 擽ったい 

ｲﾀｯｹｯﾎﾞ 101 暖かい 

ｲﾀｯｹﾎﾞ 101 暖かい 

ｲﾀｯｹﾏﾅ 101 暖かい 

ｲﾀｯｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾋﾞｽｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾌﾞｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾍﾞｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾎﾞｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾎﾞﾂｱ 101 暖かい 

ｲﾀｯﾎﾟｯｱ 101 暖かい 

ｲﾀｯﾐｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾑｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾑﾂｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾑﾑ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾑﾓ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾒｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾓｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾓｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾓﾂｸ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾓﾓ 099 擽ったい 

ｲﾀｯﾓﾘｸ 099 擽ったい 

ｲﾀﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｲﾀﾓﾓ 099 擽ったい 

ｲﾁｯﾎﾟｯｱ 101 暖かい 

ｨﾁｯﾓﾓ 099 擽ったい 

ｲﾂｱ 101 暖かい 

ｲﾂｱｼﾑ 101 暖かい 

ｲﾂｷｾ 011 背骨 

ｲﾃｯﾊﾞ 061 末の子 

ｲﾃｯﾓﾓ 099 擽ったい 

ｲﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｲﾃｬｼ 060 次男 

ｲﾄｸﾇ 101 暖かい 

ｲﾄｸﾑ 101 暖かい 

ｲﾄｯｸﾈ 101 暖かい 

ｲﾄｯｹﾎﾞ 101 暖かい 

ｲﾄｯﾓｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾅ 089 あるまい 

ｲﾅーﾖｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｲﾅｶﾞーｺｯｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｲﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｲﾅｸｯﾁ 067 小さい 

ｲﾅｺｷｯﾃﾞ 085 出来ない 

ｲﾅｺｯｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｲﾅｽﾞ 065 大きい 

ｲﾅｾｽﾞﾎ 075 もつれる 

ｲﾅﾃﾞ 085 出来ない 

ｲﾅｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ｲﾅﾗｶﾜ 088 わからない 

ｲﾅﾚｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｲﾅﾚｸﾃｼ 081 しなさい 

ｲﾅﾚﾔ 085 出来ない 

ｲﾅﾝｶﾜ 088 わからない 

ｲﾅﾝｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｲﾆｱ 059 長男 

ｲﾆｱｲｶｲ 059 長男 

ｲﾆｱﾝﾊﾞﾁｲ 059 長男 

ｲﾊ 098 肺臓 

ｲﾊﾞｾ 096 狭い 

ｲﾊﾟｯｿｺ 099 擽ったい 

ｲﾋﾟｯﾁ 067 小さい 

ｲﾋﾞﾝﾁ 067 小さい 

ｲﾋﾟﾝﾁ 067 小さい 

ｲﾌﾟｯﾁ 067 小さい 

ｲﾎﾟｯｽｸ 099 擽ったい 

ｲﾎﾟｯｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｲﾎﾞﾝﾄ 071 入口 

ｲﾎﾞﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ｲﾎﾟﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ｲﾏーﾄｯｶ 018 肩車 

ｲﾏｲﾏ 001 蝸牛 

ｲﾏｺ 067 小さい 

ｲﾏｼｵ 061 末の子 

ｲﾏｾ 096 狭い 

ｲﾏﾄｯｶ 018 肩車 

ｲﾏﾙｱ 089 あるまい 

ｲﾏﾙﾄーｶ 018 肩車 

ｲﾏﾝｻｶ 001 蝸牛 

ｲﾏﾝｻｹ 001 蝸牛 

ｲﾏﾝｿｹ 001 蝸牛 

ｲﾏﾝﾀｶ 018 肩車 

ｲﾒｲﾒ 001 蝸牛 

ｲﾔーｻﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｲﾔーｮﾘｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｲﾔｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｲﾔｹｶ 094 書きなさい 

ｲｬｼｯｶｶ 094 書きなさい 

ｲｬｼｯｻﾖ 086 駄目だ 

ｲｬｼｯﾗｼ 081 しなさい 

ｲｬｼｯﾗﾔ 081 しなさい 

ｲｬﾁｲﾁ 067 小さい 

ｲｬﾁｲﾁ 096 狭い 

ｲｬﾁーﾁ 067 小さい 

ｲｬﾁｯﾁ 067 小さい 

ｲｬﾁｯﾁ 096 狭い 

ｲﾔｮﾁｷ 090 来るな 

ｲﾔﾛｼ 081 しなさい 

ｲﾕｶﾞｽﾞﾑ 099 擽ったい 

ｲｮｼｴｲ 001 蝸牛 
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ｲｮｼﾞﾝﾒﾒ 064 みみず 

ｲｮﾁｲｮﾁ 019 片足飛 

ｲｮﾁｷ 090 来るな 

ｲﾗーﾈ 089 あるまい 

ｲﾗﾓ 012 麦粒腫 

ｲﾗﾓｵ 012 麦粒腫 

ｲﾗﾓﾉﾓ 012 麦粒腫 

ｲﾘｸｯﾁ 067 小さい 

ｲﾙ 047 血統 

ｲﾙｼﾞ 047 血統 

ｲﾙｼﾞ 048 親類 

ｲﾙﾁｲ 048 親類 

ｲﾙﾜｶﾞﾒ 012 麦粒腫 

ｲﾙﾝｴ 048 親類 

ｲﾙﾝｼ 048 親類 

ｲﾙﾝｼﾞーﾄ 048 親類 

ｲﾙﾝｼｼﾞ 048 親類 

ｲﾚﾓﾉﾓ 012 麦粒腫 

ｲﾛｼ 081 しなさい 

ｲﾜーﾍﾞｹｶ 092 書ける 

ｲﾜｸ 046 目高 

ｳｱｶﾞｷ 040 仲良し 

ｳｳﾛﾀﾞﾀｯﾑﾈ 082 寝ただろう 

ｳｿﾞｲﾊ 098 肺臓 

ｳｿｳﾎ 073 あばた 

ｳｿーｮﾋ 037 ひょうそ 

ｳｿﾞﾝｼ 097 心臓 

ｳﾄ 047 血統 

ｳﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ｳﾄｯｹ 047 血統 

ｳﾄｯｺﾞ 005 蟇蛙 

ｳﾄﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ｳﾄﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ｳﾄﾞﾝｼ 097 心臓 

ｳﾉｶ 037 ひょうそ 

ｳﾎﾞｲ 077 化膿する 

ｳﾎﾞｲｱ 040 仲良し 

ｳﾎﾞﾘｸﾞﾒ 027 すり棒 

ｳﾎﾞﾝﾅﾆ 060 次男 

ｳﾏﾁﾒﾓ 075 もつれる 

ｳﾏﾔ 077 化膿する 

ｳﾓﾔ 077 化膿する 

ｳｭｷ 008 お灸 

ｳｭｷﾝﾒﾘﾊ 046 目高 

ｳｭｼﾝﾏﾀｶ 018 肩車 

ｳｮｼﾞﾝｵ 038 声 

ｳｮﾆﾔ 072 寝小便 

ｳﾙｸ 075 もつれる 

ｳﾛﾀﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ｳﾛﾀﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ｴｲﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｴｴｶﾞｶﾅ 040 仲良し 

ｴｴｶﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｴｴｹｯﾃﾞ 065 大きい 

ｪｪｼｯｻ 081 しなさい 

ｪｪｾﾀﾞｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｴｴｿﾞﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｪｪﾁーｨﾁ 096 狭い 

ｪｪﾁｲﾁ 067 小さい 

ｪｪﾁーﾁ 067 小さい 

ｪｪﾁｯﾁ 067 小さい 

ｪｪﾁｯﾁ 096 狭い 

ｴｴﾂﾊﾞ 047 血統 

ｪｪﾍﾞﾄﾞｺﾞ 005 蟇蛙 

ｪｪﾒーｪﾒ 001 蝸牛 

ｴｶｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｴｶｻ 015 涎掛(大) 

ｴｶｻｵ 015 涎掛(大) 

ｴｶﾑｵﾉﾝｻﾏﾝｴ 016 黒子 

ｴｶﾑﾂﾐ 045 里帰り 

ｴｶﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｪｹｯﾃﾞ 065 大きい 

ｴｹﾉ 096 狭い 

ｴｺ 038 声 

ｴｺｱ 042 踵 

ｴｺﾞｶﾞﾝｶﾞ 038 声 

ｴｺﾞﾁｸ 038 声 

ｴｺｯｱ 042 踵 

ｴｺﾞﾄｵ 038 声 

ｴｽ 061 末の子 

ｴｽﾞｼｲ 068 土台石 

ｪｾｲﾁ 067 小さい 

ｴｾｲﾁ 096 狭い 

ｪｾーﾁ 067 小さい 

ｴｾｶｯﾗ 080 落花生 

ｪﾁｯﾁ 067 小さい 

ｪﾃｸﾇ 101 暖かい 

ｴﾃｸﾇ 101 暖かい 

ｪﾍﾞﾝﾄｺﾞ 004 蛙 

ｴﾏｼﾃｯﾔ 081 しなさい 

ｴﾏﾄﾞﾝﾊ 071 入口 

ｴﾔｹｶ 094 書きなさい 

ｴﾗﾂﾈ 082 寝ただろう 

ｵｶﾞｽﾞｺ 073 あばた 

ｵｶﾞｽﾞﾕ 073 あばた 

ｵｶﾞｿｸｯﾎ 073 あばた 

ｵｶﾞｿｸﾎ 073 あばた 

ｵｶｯｿーﾎ 073 あばた 

ｵｶｯｿｸﾎ 073 あばた 

ｵｶｯｬｼﾝﾓ 073 あばた 

ｵｶﾉｽﾞﾕ 073 あばた 

ｵｶﾞﾓ 073 あばた 

ｵﾉﾓｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｵｮﾘｸﾃｼ 081 しなさい 

ｵﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｶーﾄﾞーﾉﾗﾌ 087 降らないか 

ｶーﾄﾞﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ｶーﾈーｬｼﾞーﾈ 089 あるまい 

ｶーﾈｬｼﾞーﾈ 089 あるまい 

ｶーﾈｬｼﾞｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶーﾈｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｶーﾈﾗﾌ 087 降らないか 
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ｶーﾈﾚｸﾃｼ 081 しなさい 

ｶーﾈﾝﾌ 087 降らないか 

ｶーﾉﾗﾌ 087 降らないか 

ｶーﾍﾞﾝｱ 089 あるまい 

ｶーﾒｵ 015 涎掛(大) 

ｶーﾒﾙﾌ 087 降らないか 

ｶーｬﾆｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｶーｬﾆﾗﾌ 087 降らないか 

ｶーｬﾆﾝﾌ 087 降らないか 

ｶーｬﾐﾙﾌ 087 降らないか 

ｶｲﾅｬｼﾞーｺｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶｲﾅｬｼﾞｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶｲﾅﾗﾌ 087 降らないか 

ｶｲﾅﾝﾌ 087 降らないか 

ｶｲﾏｵ 015 涎掛(大) 

ｶｴﾏｵ 015 涎掛(大) 

ｶｶーﾈーｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｶｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｶｶｶｻｹ 063 コオロギ 

ｶｶｶｯｻｹ 063 コオロギ 

ｶｶｶﾉｻｹ 063 コオロギ 

ｶｶｯｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶｶｯｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｶｶｯﾂﾏ 052 松の実 

ｶｶｯﾊﾞ 095 ばかり 

ｶｶｯﾓ 073 あばた 

ｶｶｯﾔ 073 あばた 

ｶｶﾃﾈ 082 寝ただろう 

ｶｶﾊﾞ 095 ばかり 

ｶｶﾔ 073 あばた 

ｶｶﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶﾞｷﾜ 032 わきが 

ｶｸｲ 0931 行こう(意志) 

ｶｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶｻｵ 015 涎掛(大) 

ｶｻﾞﾒ 046 目高 

ｶｼｺ 054 蚕の糞 

ｶｼｯｱﾀｶ 043 びっこ 

ｶｽｶｱｲ 0931 行こう(意志) 

ｶｽｶｱｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶｽｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｶｽｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶｽｷ 063 コオロギ 

ｶｽﾞｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｶﾀﾞーﾈ 089 あるまい 

ｶﾀﾞーﾈﾗﾌ 087 降らないか 

ｶﾀﾞーｬﾆﾗﾌ 087 降らないか 

ｶﾀﾞｲﾅﾝﾌ 087 降らないか 

ｶﾀｯｱ 101 暖かい 

ｶﾀﾂｼﾊ 017 竹馬 

ｶﾀｯﾌﾞﾈ 082 寝ただろう 

ｶﾀﾈ 082 寝ただろう 

ｶﾀﾒ 046 目高 

ｶﾀﾞﾒ 046 目高 

ｶﾀﾞﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ｶｯｲ 048 親類 

ｶｯｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｶｯｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶｯｶﾗｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｶｯｶﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｶｯｶﾘｸﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｶｯｷﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ｶｯｾｿｸﾎ 073 あばた 

ｶｯﾀﾞﾒ 046 目高 

ｶｯﾀﾞﾝﾒ 046 目高 

ｶｯﾃﾞｸ 075 もつれる 

ｶｯﾊﾞ 095 ばかり 

ｶｯﾒｺ 046 目高 

ｶｯﾓ 073 あばた 

ｶｯﾓｶｯﾔ 073 あばた 

ｶｯﾔ 073 あばた 

ｶｯﾔｶｯﾓ 073 あばた 

ｶｯﾗ 080 落花生 

ｶﾃﾞ 059 長男 

ｶﾃﾞﾒ 046 目高 

ｶﾅーｲ 040 仲良し 

ｶﾅｲｲ 040 仲良し 

ｶﾅﾁｲ 040 仲良し 

ｶﾅﾉｿ 048 親類 

ｶﾅｮﾁｯｲ 040 仲良し 

ｶﾈｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｶﾈﾗﾌ 087 降らないか 

ｶﾉﾓﾙｶﾜ 088 わからない 

ｶﾊﾞ 095 ばかり 

ｶﾋﾟ 073 あばた 

ｶﾎﾞｶﾎﾞ 101 暖かい 

ｶﾎﾟｶﾎﾟ 101 暖かい 

ｶﾔ 073 あばた 

ｶﾗーﾈ 089 あるまい 

ｶﾗｽﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ｶﾗｽﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ｶﾗｽﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ｶﾗｽﾞﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ｶﾗﾂーﾈ 082 寝ただろう 

ｶﾗ゛ｯﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ｶﾗﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ｶﾘﾔ 043 びっこ 

ｶﾙﾔ 074 にきび 

ｶﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｶﾞﾝﾁｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｶﾝﾓ 073 あばた 

ｶﾝﾓﾙｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｶﾝｬｼﾞ 073 あばた 

ｶﾝｬｼﾞーﾈｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｶﾝｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｶﾝﾗｶﾜ 087 降らないか 

ｶﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ｷｲ 017 竹馬 

ｷｲ 025 湯気 

ｷﾞｲ 025 湯気 

ｷーｳｮｼﾞ 025 湯気 

ｷーﾌ 030 蕗の薹 
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ｷーﾌﾞﾝｶ 030 蕗の薹 

ｷーｮｼﾞ 025 湯気 

ｷーｮｼﾞｲｽ 025 湯気 

ｷｳ 003 御玉杓子 

ｷｳﾎーｷﾌ 030 蕗の薹 

ｷｶﾞｼｱ 019 片足飛 

ｷｶｯｺﾞﾝｼﾞ 019 片足飛 

ｷﾞｶﾄ 007 とかげ 

ｷｶﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｷｶﾞﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｷｶﾘｸﾝｼ 019 片足飛 

ｷｶﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｷｶﾞﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｷｷーｵ 065 大きい 

ｷｷーｷ 063 コオロギ 

ｷｷｯｵ 065 大きい 

ｷｷｯｼﾞ 031 左利き 

ｷｷｯﾁ 067 小さい 

ｷｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｷﾞｷﾞﾄｵ 038 声 

ｷｷﾗーｺ 063 コオロギ 

ｷｷﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｷｷﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｷﾞｺ 027 すり棒 

ｷｺﾘｽ 027 すり棒 

ｷﾞｺﾘｽ 026 すり鉢 

ｷﾞｺﾘｽ 027 すり棒 

ｷﾞｺﾙｽ 027 すり棒 

ｷｻﾝｶﾝｹﾞ 071 入口 

ｷｼーｵ 005 蟇蛙 

ｷｼﾞｺ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞｺｵ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞｺｯﾉ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞｺｯﾐ 012 麦粒腫 

ｷｼｺﾞｯﾒ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞｺｯﾒ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞｺﾒ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞﾊﾟｯﾒ 012 麦粒腫 

ｷｼﾘﾌ 055 風呂敷 

ｷｼﾙﾌ 055 風呂敷 

ｷｼﾙﾌﾞｺ 055 風呂敷 

ｷｼﾙﾌﾉﾐ 055 風呂敷 

ｷｼﾙﾌﾞﾉﾐ 055 風呂敷 

ｷｼﾛﾌ 055 風呂敷 

ｷｼﾛﾌﾞーｵ 055 風呂敷 

ｷｼﾛﾌﾞﾉﾐ 055 風呂敷 

ｷｼﾛﾌﾞﾝﾀｯｴ 055 風呂敷 

ｷｼﾞﾝｺ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞﾝｺｵ 012 麦粒腫 

ｷｼﾞﾝｺﾒ 012 麦粒腫 

ｷｽｽﾋﾞｲ 037 ひょうそ 

ｷｽｽﾞﾋﾞｲ 037 ひょうそ 

ｷﾞｽｽﾋﾞｲ 037 ひょうそ 

ｷｽｽﾋﾞｳ 037 ひょうそ 

ｷｽｽﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ｷｽｽﾞﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ｷﾞｽｽﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ｷｽｽﾍﾞｲ 037 ひょうそ 

ｷﾞｽﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ｷｾｲ 033 婿養子 

ｷｾｲ 059 長男 

ｷｾｲ 060 次男 

ｷｾーﾋｲﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾁﾆｸﾊ 079 百日咳 

ｷｾﾁﾆｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾁﾆｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾁﾝｸｬｼ 079 百日咳 

ｷｾﾁﾝｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾁﾝｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾁﾝﾆｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷｾｯﾘーｼ 079 百日咳 

ｷｾｯﾚｲｼ 079 百日咳 

ｷｾｯﾚーｼ 079 百日咳 

ｷｾﾘｲｼ 079 百日咳 

ｷｾﾘーｼ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾘｲﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾘﾁｼ 079 百日咳 

ｷｾﾙｲﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾙーｼ 079 百日咳 

ｷｾﾚｲｼ 079 百日咳 

ｷｾﾚーｲｼ 079 百日咳 

ｷｾﾚーｼ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾚーｼ 079 百日咳 

ｷｾﾚｼﾞｺ 079 百日咳 

ｷｾﾚﾋｼ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾚﾘｼ 079 百日咳 

ｷｾﾝｼ 048 親類 

ｷｾﾝｾ 048 親類 

ｷｾﾝﾁﾆｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾝﾁﾆｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷｾﾞﾝﾆｸｬﾋ 079 百日咳 

ｷﾞﾀｶ 018 肩車 

ｷﾂﾂﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ｷﾞﾂﾄｱ 059 長男 

ｷｯｮｼﾞ 031 左利き 

ｷｯｮｼﾞ 043 びっこ 

ｷｯｮｼﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｷｯｮﾁ 043 びっこ 

ｷﾞﾂﾘｽ 027 すり棒 

ｷﾂﾘﾖ 069 土間 

ｷﾄﾎﾞﾒ 013 瞳 

ｷﾄﾞﾓﾝｶﾞ 073 あばた 

ｷﾆｱ 059 長男 

ｷﾞﾇｸ 044 竹やぶ 

ｷﾊﾞﾂ 014 涎 

ｷﾋ 005 蟇蛙 

ｷﾋーｵ 005 蟇蛙 

ｷﾋーｵﾏｶﾞ 005 蟇蛙 

ｷﾋｺｯﾋﾞ 043 びっこ 

ｷﾋﾟｯｵ 005 蟇蛙 

ｷﾋﾊﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ｷﾋﾌﾞｺ 005 蟇蛙 
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ｷﾋﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ｷﾌ 030 蕗の薹 

ｷﾌﾞーﾄ 030 蕗の薹 

ｷﾌﾞｶｱ 098 肺臓 

ｷﾌﾞﾏﾒ 012 麦粒腫 

ｷﾌﾞﾛｸ 097 心臓 

ｷﾌﾞﾜﾂ 030 蕗の薹 

ｷﾎﾞ 056 げんこつ 

ｷﾏ 047 血統 

ｷﾏ 048 親類 

ｷﾏｲﾙﾝｼ 048 親類 

ｷﾏｷｾﾝｼ 048 親類 

ｷﾏｺﾔｵ 048 親類 

ｷﾏﾁｲ 048 親類 

ｷﾏﾄﾋ 048 親類 

ｷﾏﾄﾞﾝｻ 028 馬鈴薯 

ｷﾞﾑﾖ 008 お灸 

ｷﾞﾒﾔ 057 彼岸花 

ｷﾞﾓﾖ 008 お灸 

ｷﾕ 025 湯気 

ｷﾞﾕ 025 湯気 

ｷﾕﾂﾊ 045 里帰り 

ｷﾞﾖﾓ 008 お灸 

ｷﾘｸﾞﾒ 027 すり棒 

ｷﾘﾀｱ 027 すり棒 

ｷﾞﾘﾀｱ 027 すり棒 

ｷﾙｱﾘﾏﾄ 045 里帰り 

ｷﾞﾛｵｺ 063 コオロギ 

ｷﾞﾛーｺ 063 コオロギ 

゜ｷﾛーｺ 063 コオロギ 

ｷﾝｼﾞｺﾒ 012 麦粒腫 

ｸ 039 崩れる 

ｸｲｴﾁｳ 045 里帰り 

ｸｶ 020 する(片足) 

ｸｶｵｺｯｶﾞｺﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ｸｶｵﾗｸﾞﾁﾀｶ 020 する(片足) 

ｸｶｵﾗｸﾞﾝﾁﾀｶ 020 する(片足) 

ｸｶｵﾘｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ｸｶｵﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｸｶｵﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ｸｶﾘｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ｸｶｦﾘｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ｸｶｦﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ｸｺーｮｼ 060 次男 

ｸﾞｼｼ 100 くすぐる 

ｸｼﾞﾝﾐｶ 102 桑の実 

ｸｽﾞﾐﾐ 064 みみず 

ｸｽﾞﾝﾐｶ 102 桑の実 

ｸｿ 023 炊く 

ｸｿｶ 054 蚕の糞 

ｸｿｺ 054 蚕の糞 

ｸｿﾞﾁｲ 048 親類 

ｸｿﾞﾂｹ 047 血統 

ｸﾀ 023 炊く 

ｸﾀ 024 煮る 

ｸﾁ 056 げんこつ 

ｸﾁﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ｸﾂﾐﾗｶ 075 もつれる 

ｸﾄﾞﾝﾀ 037 ひょうそ 

ｸﾄﾝﾋﾞ 073 あばた 

ｸﾊﾞ 003 御玉杓子 

ｸﾊﾞﾝｵ 005 蟇蛙 

ｸﾊﾞﾝﾊﾞ 004 蛙 

ｸﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ｸﾊﾞﾝﾊﾞﾀｷﾋ 005 蟇蛙 

ｸﾊﾞﾝﾊﾞﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ｸﾊﾞﾝﾊﾞﾝﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ｸﾋ 058 締める 

ｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｸﾋﾞ 046 目高 

ｸﾋｵｾﾞｶ 079 百日咳 

ｸﾋｵﾁ 047 血統 

ｸﾋｶﾞｷﾞﾅ 039 崩れる 

ｸﾋﾞﾀ 003 御玉杓子 

ｸﾋﾞﾉﾀ 003 御玉杓子 

ｸﾋﾞﾝｵ 003 御玉杓子 

ｸﾋﾞﾝﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｸﾌﾀｵ 050 空豆 

ｸﾌﾞﾝﾜｱ 014 涎 

ｸﾎﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ｸﾎﾞﾝﾏｷﾌ 030 蕗の薹 

ｸﾔ 009 据える 

ｸﾔｵ 048 親類 

ｸｬｷﾝｼ 045 里帰り 

ｸｬｷﾝｼｺﾞ 045 里帰り 

ｸｬｼﾞーﾎﾞ 037 ひょうそ 

ｸｬｼﾞーﾎﾞ 077 化膿する 

ｸｬｼﾋﾞﾝﾏ 057 彼岸花 

ｸｬｼﾝﾀﾞ 028 馬鈴薯 

ｸｬｼﾞﾝﾊﾞｲﾀﾞ 022 つらら 

ｸﾞｬﾁｯﾏｶﾞ 005 蟇蛙 

ｸｬﾁﾝｷ 015 涎掛(大) 

ｸﾗーﾕ 022 つらら 

ｸﾘｱ 020 する(片足) 

ｸﾙｱ 020 する(片足) 

ｸﾛーｭｼﾞ 050 空豆 

ｸﾛーｭｼﾞﾅﾊ 050 空豆 

ｸﾛﾝｼﾞ 059 長男 

ｸﾜｶﾞﾕ 025 湯気 

ｸﾝﾊﾞﾝﾊﾞ 004 蛙 

ｹﾞｲ 025 湯気 

ｹｳﾗｼﾊ 068 土台石 

ｹーｺｯﾄﾋ 019 片足飛 

ｹーﾄﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｹーﾈｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｹﾞーﾎﾟﾝｷ 057 彼岸花 

ｹｶ 094 書きなさい 

ｹｶーﾒ 015 涎掛(大) 

ｹｶーﾒｵ 015 涎掛(大) 

ｹｶーﾒﾚﾀﾞﾖ 015 涎掛(大) 

ｹｶーｬﾐ 015 涎掛(大) 

ｹｶｲｸ 051 食べ残し 
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ｹｶｲﾏ 015 涎掛(大) 

ｹｶｲﾏｵ 015 涎掛(大) 

ｹｶｲﾏﾉﾓﾄﾞｺ 015 涎掛(大) 

ｹｶｴﾏ 015 涎掛(大) 

ｹｶｴﾏｵ 015 涎掛(大) 

ｹｶｴﾏﾄﾞﾉ 015 涎掛(大) 

ｹｶｴﾏﾚﾀﾞﾖ 015 涎掛(大) 

ｹｶｵ 015 涎掛(大) 

ｹｶｹﾀﾞﾖ 015 涎掛(小) 

ｹｶｺﾝﾁ 019 片足飛 

ｹｶｻｵ 015 涎掛(大) 

ｹｶﾞﾀｶ 018 肩車 

ｹｶｯｺﾞﾁｲ 019 片足飛 

ｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ｹﾞｶﾄ 007 とかげ 

ｹﾞｶﾄﾏｼ 007 とかげ 

ｹｶﾞﾈﾑ 015 涎掛(大) 

ｹｶﾍﾞﾀ 051 食べ残し 

ｹｶﾞﾗﾊ 015 涎掛(大) 

ｹｶﾚﾀﾞーﾒ 015 涎掛(大) 

ｹｶﾚﾀﾞｲ 015 涎掛(小) 

ｹｶﾚﾀﾞｴ 015 涎掛(大) 

ｹｶﾚﾀﾞﾕ 015 涎掛(小) 

ｹｶﾚﾀﾞﾖ 015 涎掛(小) 

ｹｶﾞﾚﾀﾞﾖ 015 涎掛(小) 

ｹｶﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｹｶﾞﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｹｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｹｹｲ 065 大きい 

ｹｹーﾁ 067 小さい 

ｹｹｶ 094 書きなさい 

ｹｹｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｹｹﾀｯｱ 101 暖かい 

ｹｹｯﾃﾞ 065 大きい 

ｹｹﾃﾞ 065 大きい 

ｹｹﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｹﾞｹﾞﾄｵ 038 声 

ｹｹﾄﾎ 013 瞳 

ｹｹﾉ 067 小さい 

ｹｹﾉ 096 狭い 

ｹｹﾑﾂﾂｲ 045 里帰り 

ｹｹﾜ 051 食べ残し 

ｹｹﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｹﾞｹﾞﾝｾ 026 すり鉢 

ｹｹﾝｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｹｺ 081 しなさい 

ｹﾞｺｱ 042 踵 

ｹﾞｺｲｽ 027 すり棒 

ｹﾞｺﾘｽ 027 すり棒 

゜ｹｺﾘｽ 027 すり棒 

ｹﾞｻｭｼﾝﾏ 057 彼岸花 

ｹﾞｻｭｼﾞﾝﾏ 057 彼岸花 

ｹｽﾞﾝｽ 042 踵 

ｹｽﾞﾝﾌ 042 踵 

ｹﾀーｼﾞﾝｼﾞ 063 コオロギ 

ｹﾀﾏｳ 017 竹馬 

ｹｯｲ 048 親類 

ｹｯｮｼﾞ 031 左利き 

ｹｯｮｼﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｹﾄｲｶ 094 書きなさい 

ｹﾄｵ 013 瞳 

ｹﾞﾄｵ 038 声 

ｹﾄﾎ 013 瞳 

ｹﾄﾎﾞﾀ 013 瞳 

ｹﾄﾎﾉﾒ 013 瞳 

ｹﾄﾎﾞﾒ 013 瞳 

ｹﾄﾎﾞﾛｸ 013 瞳 

ｹﾉｲｸ 051 食べ残し 

ｹﾎﾟｯﾁ 067 小さい 

ｹﾎﾟｯﾁ 096 狭い 

ｹﾑﾂﾂｲ 045 里帰り 

ｹﾔｲｸ 051 食べ残し 

ｹﾔｵ 051 食べ残し 

ｹﾞｬｼｽﾞﾝﾏ 057 彼岸花 

ｹﾞｬｼｭｼﾞﾝﾏ 057 彼岸花 

ｹﾞﾕ 017 竹馬 

ｹﾞﾕ 025 湯気 

ｹﾞﾛーｺ 063 コオロギ 

ｹﾜ 051 食べ残し 

ｹﾜｲｸ 051 食べ残し 

ｹﾜｵ 051 食べ残し 

ｹﾜﾍﾞﾀ 051 食べ残し 

ｹﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｹﾝｼ 020 する(片足) 

ｹﾝｼ 081 しなさい 

ｹﾝｬｼﾞｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｹﾝｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｹﾞﾝﾚ 098 肺臓 

ｹﾝﾚｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｺｱ 042 踵 

ｺﾞｱﾉｼｱ 042 踵 

ｺｲｲ 040 仲良し 

ｺﾞｲｳ 059 長男 

ｺｲｶ 053 蚕 

ｺｲｶｲ 059 長男 

ｺｲｶｵ 053 蚕 

ｺｲｹｵ 053 蚕 

ｺｲﾏｵ 015 涎掛(大) 

ｺｲﾏｼｵ 061 末の子 

ｺﾞｴｽ 061 末の子 

ｺｴﾏ 015 涎掛(大) 

ｺーｧｬﾐｼ 061 末の子 

ｺーｪｸｵ 053 蚕 

ｺーｪｹ 053 蚕 

ｺーｪｹｵ 053 蚕 

ｺーｪﾒｼ 061 末の子 

ｺﾞーｵ 059 長男 

ｺーｹ 053 蚕 

ｺﾞーｹ 053 蚕 

ｺーｹｵ 053 蚕 

ｺーｼﾞﾝｷ 052 松の実 

ｺーﾒ 015 涎掛(大) 
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ｺーﾒｼ 061 末の子 

ｺーｬｷ 053 蚕 

ｺーｬｷｵ 053 蚕 

ｺーｬﾐｼ 061 末の子 

ｺーﾔﾐｼ 061 末の子 

ｺーｬﾐｼｵ 061 末の子 

ｺﾞｶﾇ 046 目高 

ｺﾞｶﾒ 012 麦粒腫 

ｺｶﾞﾗｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺﾞｷﾜ 032 わきが 

ｺﾞｹ 053 蚕 

ｺﾞｹｶ 055 風呂敷 

ｺｺ 042 踵 

ｺｺ 084 来れば 

ｺｺｲ 0931 行こう(意志) 

ｺｺｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｺｺーﾄﾞ 013 瞳 

ｺｺｯﾏﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｺﾃｼ 081 しなさい 

ｺｺﾎﾞﾘﾀﾌ 034 双生児 

ｺｺﾕ 0931 行こう(意志) 

ｺｺﾕ 0932 行こう(勧誘) 

ｺｺﾚﾀﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ｺｺﾝｶ 052 松の実 

ｺｺﾝｼ 019 片足飛 

ｺﾞｺﾞﾝｼﾞ 019 片足飛 

ｺﾞｺﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｺﾝﾒﾔﾊ 046 目高 

ｺｻﾞ 046 目高 

ｺｻﾞｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｺｻﾞﾒｺ 046 目高 

ｺｽﾞﾃ 056 げんこつ 

ｺｽﾑーｮﾘーｿ 059 長男 

ｺｽﾑﾘﾄﾄｱ 059 長男 

ｺｽﾑﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ｺﾀﾞ 046 目高 

ｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾀｶﾉｺﾞﾁｵ 018 肩車 

ｺﾀﾞｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｺﾞﾀﾌ 034 双生児 

ｺﾀﾞﾒ 046 目高 

ｺﾞﾁｲ 019 片足飛 

ｺﾞﾁーｵ 018 肩車 

ｺﾞﾁｲﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾁｲﾜｸ 102 桑の実 

ｺﾞﾁｵ 018 肩車 

ｺﾞﾁｵﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾁｵﾆｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾁｵﾉｷﾞﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾁｵﾉｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾁｵﾉﾏﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾁｵﾉﾏﾝﾄﾞ 018 肩車 

ｺﾞﾁｵﾉﾒﾀｶ 018 肩車 

ｺｯｲﾏｲ 061 末の子 

ｺｯｲﾏｼ 061 末の子 

ｺｯｲﾏｼｵ 061 末の子 

ｺｯｲﾒｼ 061 末の子 

ｺｯーｴｽ 061 末の子 

ｺｯーｪﾒｼ 061 末の子 

ｺｯーｪﾒｼｵ 061 末の子 

ｺｯーｿーﾎ 073 あばた 

ｺｯーﾃｬｼ 060 次男 

ｺｯーﾏｼ 061 末の子 

ｺｯーﾐｼ 061 末の子 

ｺｯーﾒｱ 061 末の子 

ｺｯーﾒｼ 061 末の子 

ｺｯーﾒｼｵ 061 末の子 

ｺｯーｬﾐｼ 061 末の子 

ｺｯーｬﾐｼｵ 061 末の子 

ｺｯーｭﾁ 060 次男 

ｺｯｴｽ 061 末の子 

ｺｯｴﾏｱ 061 末の子 

ｺｯｪﾒｼ 061 末の子 

ｺｯｶｲｸﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾞｺﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾞｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾀﾞﾒ 046 目高 

ｺｯｶﾂﾏ 052 松の実 

ｺｯｶﾞﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｶﾞﾗｶﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾞﾗｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾘｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾘｷﾞﾝｼﾞ 019 片足飛 

ｺｯｶﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾞﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾘｸﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾘｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｶﾞﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｹｶｲｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｹｶｯｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｹﾀ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｺｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ｺｯｺﾞﾁｲ 019 片足飛 

ｺｯｺｯｹｶｲｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｺｯｼﾝｼ 019 片足飛 

ｺｯｺﾞｯﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｺﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｺﾞﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｺﾞﾊﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾞﾗｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾞﾘｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾞﾘｷﾞﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾞﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾞﾘｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾛｺﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｺﾝｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 
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ｺｯｺﾝｻﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｺﾞﾝｻﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｺﾝｼ 019 片足飛 

ｺｯｺﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯｻﾞ 046 目高 

ｺｯｻﾞｯﾜ 034 双生児 

ｺｯｻﾞﾒ 046 目高 

ｺｯｻﾞﾜ 034 双生児 

ｺｯｻﾞﾝﾒ 046 目高 

ｺｯｻﾞﾝﾜ 034 双生児 

ｺｯｼ 061 末の子 

ｺｯｼﾖｶﾅ 040 仲良し 

ｺｯｼﾞﾝｷ 052 松の実 

ｺｯｼﾞﾝｼ 034 双生児 

ｺｯｽﾞーﾎﾞﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ｺｯｽｷｳ 046 目高 

ｺｯｽﾞﾃﾞ 056 げんこつ 

ｺｯﾀﾞ 046 目高 

ｺｯﾀﾞーﾒ 046 目高 

ｺｯﾀｶ 019 片足飛 

ｺｯﾀｯﾌ 034 双生児 

ｺｯﾀﾌ 034 双生児 

ｺﾂﾀﾌ 034 双生児 

ｺﾞﾂﾀﾌ 034 双生児 

ｺｯﾀﾞﾒ 046 目高 

ｺｯﾀﾞﾙﾜ 034 双生児 

ｺｯﾀﾞﾚﾜ 034 双生児 

ｺｯﾀﾞﾜ 034 双生児 

ｺｯﾀﾞﾝﾒ 046 目高 

ｺｯﾀﾝﾜ 034 双生児 

ｺｯﾀﾞﾝﾜ 034 双生児 

ｺｯﾂーﾀﾌ 034 双生児 

ｺｯﾂﾀﾌ 034 双生児 

ｺﾂｯﾀﾌ 034 双生児 

ｺｯ゛ｯｯﾃﾞ 056 げんこつ 

ｺｯﾄーﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯﾄﾞーﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯﾄﾞﾒ 046 目高 

ｺｯﾄﾞﾝﾒ 046 目高 

ｺｯﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯﾈﾝﾉ 046 目高 

ｺｯﾊﾞｼﾞﾝｷﾞ 019 片足飛 

ｺｯﾊｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾊﾞｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾊﾞﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾊﾞﾘｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾊﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾊﾞﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾋﾞ 019 片足飛 

ｺｯﾋﾞ 043 びっこ 

ｺｯﾋﾞﾀｶ 019 片足飛 

ｺｯﾋﾞﾁﾄ 043 びっこ 

ｺｯﾋﾞﾄ 019 片足飛 

ｺｯﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾋﾞｮｼﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾌﾌ 034 双生児 

ｺｯﾏｱ 003 御玉杓子 

ｺｯﾏｺｵ 003 御玉杓子 

ｺｯﾏﾀ 003 御玉杓子 

ｺｯﾏﾀｵ 003 御玉杓子 

ｺｯﾏﾀｶ 018 肩車 

ｺｯﾏﾗｽﾞﾝﾃ 056 げんこつ 

ｺｯﾏﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾏﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾒｼ 061 末の子 

ｺｯﾒｼｵ 061 末の子 

ｺｯﾒﾒ 003 御玉杓子 

ｺｯﾒﾔﾊ 046 目高 

ｺｯﾒﾘﾊ 046 目高 

ｺｯﾒﾝｼｵ 061 末の子 

ｺｯﾓﾀｶ 018 肩車 

ｺｯﾓﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯｬｻﾞﾝﾒ 046 目高 

ｺｯｬｼﾞﾝﾒ 046 目高 

ｺｯｬﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯﾔﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺｯﾔﾊ 046 目高 

ｺｯｬﾐｼ 061 末の子 

ｺｯｬﾐｼｵ 061 末の子 

ｺｯｭｼﾞﾝｼ 034 双生児 

ｺｯｮｼﾈ 072 寝小便 

ｺｯﾗーﾕ 021 鬼ごっこ 

ｺｯﾗｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾗﾍﾞﾍﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾘーﾀﾌ 034 双生児 

ｺｯﾘｷﾞﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺｯﾘﾀﾌ 034 双生児 

ｺｯﾘ-ﾀﾌ 034 双生児 

ｺｯﾘﾊ 046 目高 

ｺｯﾘﾋﾞ 061 末の子 

ｺｯﾙーｶ 003 御玉杓子 

ｺｯﾙーｹﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾙｴｶ 003 御玉杓子 

ｺｯﾙｪｹﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾙｴｹﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾚｸｶ 021 鬼ごっこ 

ｺｯﾛーｹﾞ 003 御玉杓子 

ｺｯﾛーｹﾞ 004 蛙 

ｺｯﾛーｬｷ 004 蛙 

ｺﾞﾃｵ 061 末の子 

ｺﾄﾞｲﾀﾞ 069 土間 

ｺﾄﾞｲﾀﾞ 070 台所 

ｺﾄﾞｲﾀﾞｵ 070 台所 

ｺﾄﾞｲﾀﾞﾉﾏﾝｱ 073 あばた 

ｺﾄﾞーﾃﾞ 069 土間 

ｺﾄﾞーﾃﾞ 070 台所 

ｺﾄﾞーﾄﾞ 070 台所 

ｺﾄﾞーｬｨﾀﾞ 069 土間 

ｺﾄﾞーｬｨﾃﾞ 069 土間 

ｺﾄﾞーｬﾃﾞ 069 土間 
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ｺﾄﾞｺﾞﾁｵ 018 肩車 

ｺﾄﾞﾃﾞ 069 土間 

ｺﾄﾞｬﾃﾞ 069 土間 

ｺﾅﾏ 013 瞳 

ｺﾉｲ 063 コオロギ 

ｺﾉｴｽ 061 末の子 

ｺﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ｺﾉｼｱ 042 踵 

ｺﾉｼﾞﾝｷ 052 松の実 

ｺﾉｽﾞﾜｶ 003 御玉杓子 

ｺﾉﾔﾊ 046 目高 

ｺﾉｮﾁｯﾋﾞ 019 片足飛 

ｺﾉﾘｼ 061 末の子 

ｺﾉﾙーｶﾞ 003 御玉杓子 

ｺﾉﾙｴｶ 003 御玉杓子 

ｺﾉﾛーｹﾞ 003 御玉杓子 

ｺﾊﾞｲﾗﾊｵ 060 次男 

ｺﾋﾞ 043 びっこ 

ｺﾎﾞ 053 蚕 

ｺﾎﾞｵ 053 蚕 

ｺﾎﾞーﾀﾞﾝﾜ 034 双生児 

ｺﾎﾞﾀﾞﾜ 034 双生児 

ｺﾎﾞﾀﾞﾝﾜ 034 双生児 

ｺﾎﾞﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ｺﾎﾞﾉﾙーｶﾞ 003 御玉杓子 

ｺﾎﾞﾒﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ｺﾎﾞﾘーﾀﾌ 034 双生児 

ｺﾎﾞﾘﾀﾌ 034 双生児 

ｺﾎﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ｺﾎﾟﾝﾀ 049 タンポポ 

ｺﾎﾟﾝｬﾁ 049 タンポポ 

ｺﾞﾏﾀ 041 虱の卵 

ｺﾞﾏﾀﾉﾐﾗｼ 041 虱の卵 

ｺﾞﾏﾀﾉﾛーｹﾞ 003 御玉杓子 

ｺﾑ 033 婿養子 

ｺﾑｴｶﾑ 033 婿養子 

ｺﾑﾘｲ 033 婿養子 

ｺﾒﾅ 002 なめくじ 

ｺﾒﾒ 003 御玉杓子 

ｺﾞﾒﾖ 103 花嫁 

ｺﾔｵ 048 親類 

ｺﾞｬｼｷ 041 虱の卵 

ｺｬｼﾞﾝﾒ 046 目高 

ｺﾞﾗﾂﾂ 022 つらら 

ｺﾞﾘｶｶ 059 長男 

ｺﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺﾞﾘﾀﾌ 034 双生児 

ｺﾝｳ 076 鶏の糞 

ｺﾝｳﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｺﾝｴ 048 親類 

ｺﾝｶ 052 松の実 

ｺﾝｶﾉﾂﾏ 052 松の実 

ｺﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ｺﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ｺﾝｻﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｺﾝｻﾗｲ 021 鬼ごっこ 

ｺﾝｼ 019 片足飛 

ｺﾞﾝｼ 019 片足飛 

ｺﾞﾝｼﾞ 019 片足飛 

ｺﾝｼﾞﾐ 003 御玉杓子 

ｺﾝｼﾞﾝｷ 052 松の実 

ｺﾞﾝﾀﾞﾂﾏ 052 松の実 

ｺﾝﾁ 019 片足飛 

ｺﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ｺﾝﾁｵ 018 肩車 

ｺﾞﾝﾁｵﾉﾀｶ 018 肩車 

ｺﾞﾝﾁﾀｶ 019 片足飛 

ｺﾝﾃﾝﾃ 018 肩車 

ｺﾞﾝﾃﾝﾃｵ 018 肩車 

ｺﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ｺﾝﾊﾉｸｺﾞｼﾞ 016 黒子 

ｺﾝﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ｺﾝﾒ 046 目高 

ｺﾝﾒ 056 げんこつ 

ｺﾝﾒｺﾞ 046 目高 

ｺﾝﾒﾔﾊ 046 目高 

ｺﾝｬｼﾞﾝﾒ 046 目高 

ｺﾝｬｼﾝｬｼ 018 肩車 

ｺﾝｮﾋﾟ 057 彼岸花 

ｻﾞｱ 016 黒子 

ｻﾞｱ 073 あばた 

ｻﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ｻﾞｱﾎﾞｲ 073 あばた 

ｻﾞｱﾒﾅ 016 黒子 

ｻﾞｱﾛｸ 016 黒子 

ｻﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｻｶｯﾂﾏ 052 松の実 

ｻｶｯﾂﾏﾗｶ 052 松の実 

ｻｶｯﾌﾞﾔ 044 竹やぶ 

ｻｶｯﾏ 052 松の実 

ｻｶｯﾏ 052 松の実 

ｻｶﾂﾏ 052 松の実 

ｻｶﾞﾂﾏ 052 松の実 

ｻｶｯﾗｶ 052 松の実 

ｻｶﾞﾆｵ 052 松の実 

ｻｶﾉｷﾉﾂﾏ 052 松の実 

ｻｷﾜ 032 わきが 

ｻｸﾞーﾁﾁ 049 タンポポ 

ｻｸﾞーｭｷ 008 お灸 

ｻｸﾞｷﾜ 032 わきが 

ｻｸﾞﾁﾁ 049 タンポポ 

ｻｸﾞﾁﾓ 008 お灸 

ｻｸｯﾜ 032 わきが 

ｻｸﾌ 055 風呂敷 

ｻｸﾞﾐﾓ 008 お灸 

ｻｸﾞﾓ 008 お灸 

ｻｸﾞﾓーｭｷ 008 お灸 

ｻｸﾞﾓﾘｷ 008 お灸 

ｻｸﾞﾘﾍﾞｽ 057 彼岸花 

ｻｸﾞﾚｽﾜ 057 彼岸花 

ｻｸﾜ 032 わきが 

ｻｸﾞﾜ 032 わきが 
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ｻｸﾞﾝｮﾋﾟﾝｮﾋﾟ 057 彼岸花 

ｻｻーﾈ 089 あるまい 

ｻﾞｻﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｻﾞｻﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｻﾞｻﾞｶｶ 094 書きなさい 

ｻﾞｻﾞｺﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ｻﾞｻﾞｺﾃｯｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｻﾞｻﾞｼ 020 する(片足) 

ｻﾞｻﾞﾗﾔ 020 する(片足) 

ｻｻﾙｹｶ 092 書ける 

ｻｻﾙｹｶ 094 書きなさい 

ｻﾞｻﾞﾝﾒｺ 046 目高 

ｻﾞﾒｺ 046 目高 

ｻﾙｹｶ 092 書ける 

ｻﾝｻ 054 蚕の糞 

ｻﾞﾝｻ 054 蚕の糞 

ｻﾞﾝﾒ 046 目高 

ｼｱーﾎﾞ 043 びっこ 

ｼｱｶﾀ 017 竹馬 

ｼｱｷﾕ 017 竹馬 

ｼｱｹﾀ 017 竹馬 

ｼｱﾀｶ 019 片足飛 

ｼｱﾝﾎﾟｯｲ 019 片足飛 

ｼｲ 056 げんこつ 

ｼﾞｲｱ 048 親類 

ｼｲｧﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーｧｪﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーｪﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲｨｷｼ 068 土台石 

ｼｲｲﾀﾞ 068 土台石 

ｼｲｲﾀﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーｬｼﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーｬﾀﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーｬﾁﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーｬﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲーｮｷﾞｼﾞ 068 土台石 

ｼーｪｹﾞﾄｻ 045 里帰り 

ｼｲｴｽ 068 土台石 

ｼーｪﾍﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼｲｶ 076 鶏の糞 

ｼｲｶﾀ 017 竹馬 

ｼーｶﾀ 017 竹馬 

ｼｲｶﾂ 068 土台石 

ｼｲｶﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｼｲｷｼ 068 土台石 

ｼｲｷｽ 068 土台石 

ｼｲｷﾂ 068 土台石 

ｼｲｸｺｲﾀﾞ 068 土台石 

ｼｲｸﾂ 068 土台石 

ｼｲｹ 076 鶏の糞 

ｼーｹ 076 鶏の糞 

ｼﾞーｹ 076 鶏の糞 

ｼーｹｵ 076 鶏の糞 

ｼーｹﾀ 017 竹馬 

ｼーｹｯﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｼｲｹﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｼーｹﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｼーｹﾉﾘﾄﾜﾆ 076 鶏の糞 

ｼｲｹﾉﾝｻｺｲｶｵ 054 蚕の糞 

ｼﾞーｺーﾒ 012 麦粒腫 

ｼﾞーｺﾝﾒﾝﾒ 001 蝸牛 

ｼーｻﾗﾁﾝﾁ 063 コオロギ 

ｼﾞｲｽ 070 台所 

ｼﾞｲｾーｿ 034 双生児 

ｼﾞーｾーｿ 034 双生児 

ｼｲｿｷ 068 土台石 

ｼｲﾀﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼﾞｲﾀﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲﾂｸ 068 土台石 

ｼーﾃﾞ 068 土台石 

ｼーﾃﾞﾝｵｱ 006 縞蛇 

ｼﾞーﾄﾞ 069 土間 

ｼｲﾈ 068 土台石 

ｼｲﾈｼﾞｲﾀﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼｲﾉーﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ｼーﾊﾞｶﾀ 044 竹やぶ 

ｼーﾊﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼｲﾋﾞﾄ 068 土台石 

ｼーﾍﾞｶﾀ 044 竹やぶ 

ｼーﾍﾞｷ 044 竹やぶ 

ｼーﾍﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼーﾍﾞﾀｶ 044 竹やぶ 

ｼーﾎﾞーｶﾞ 073 あばた 

ｼﾞｲﾎﾟｯｶﾞ 049 タンポポ 

ｼﾞーﾎｬｼﾞ 030 蕗の薹 

ｼーﾎﾞﾜｶﾞ 073 あばた 

ｼﾞーﾎﾞﾝｶﾞ 049 タンポポ 

ｼﾞｲﾎﾟﾝｶﾞ 049 タンポポ 

ｼﾞーﾎﾞﾝｷﾞ 030 蕗の薹 

ｼｲﾏｲ 068 土台石 

ｼーｬｷ 076 鶏の糞 

ｼーｬｷﾞﾄｻ 045 里帰り 

ｼーｬﾋﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼーﾖ 033 婿養子 

ｼーﾖｺﾞ 033 婿養子 

ｼーﾖｺﾑ 033 婿養子 

ｼーｮﾘｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｼｲﾗｶﾁ 068 土台石 

ｼｲﾗｼﾊ 068 土台石 

ｼｲﾝｱｼ 068 土台石 

ｼｲﾝﾊｼ 068 土台石 

ｼﾞｳｺーﾒﾝーﾒ 001 蝸牛 

ｼｳﾖ 033 婿養子 

ｼｴｶ 076 鶏の糞 

ｼｴｶﾞﾄｻ 045 里帰り 

ｼｴｶﾞﾄｻｵ 045 里帰り 

ｼｴｶﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｼｪｹﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｼｴﾍ 044 竹やぶ 

ｼｵﾅｻﾞﾋ 045 里帰り 

ｼｶｶ 017 竹馬 
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ｼｶｶｯﾏﾔ 006 縞蛇 

ｼｶﾞｶｯﾏﾔ 006 縞蛇 

ｼｶｶﾏﾔ 006 縞蛇 

ｼｶﾞｶﾏﾔ 006 縞蛇 

ｼｶﾞｶﾏﾔ 007 とかげ 

ｼｶﾀ 017 竹馬 

ｼｶﾀﾉｺﾞﾁｵ 018 肩車 

ｼｶﾀﾘーｿﾞ 017 竹馬 

ｼｶｯﾊﾞ 095 ばかり 

ｼｶｯﾗ 080 落花生 

ｼｶｯﾗﾁｲｸ 051 食べ残し 

ｼｶﾞﾅ 070 台所 

ｼｶﾊﾞ 095 ばかり 

ｼｶﾒｵ 078 お化粧する 

ｼｶﾗﾁｲｸ 051 食べ残し 

ｼｶﾗﾁｯｲｸ 051 食べ残し 

ｼｶﾗﾁｯｸ 051 食べ残し 

ｼｶﾗﾁﾍﾞﾀ 051 食べ残し 

ｼｶﾗｬﾁｯｸ 051 食べ残し 

ｼﾞｸーﾒーﾒ 001 蝸牛 

ｼｸｽﾞ 075 もつれる 

ｼﾞｸｯﾒﾅ 002 なめくじ 

ｼﾞｸｯﾗﾒﾅ 002 なめくじ 

ｼﾞｸﾐﾅ 002 なめくじ 

ｼﾞｸﾒﾅ 002 なめくじ 

ｼﾞｸﾒﾒ 064 みみず 

ｼｸｬｼﾞﾏﾀｵ 003 御玉杓子 

ｼｸｬｼﾞﾏﾀｵ 003 御玉杓子 

ｼﾞｸﾗﾒﾅ 002 なめくじ 

ｼｸﾜ 032 わきが 

ｼｸﾞﾝﾃﾞﾝﾃﾞ 001 蝸牛 

ｼｹｶ 094 書きなさい 

ｼﾞｹﾞｼﾞｹﾞ 002 なめくじ 

ｼｹﾀ 017 竹馬 

ｼｺﾉ 051 食べ残し 

ｼｺﾉｲｸ 051 食べ残し 

ｼｺﾉｲﾗｸ 051 食べ残し 

ｼｺﾉーｬﾘｸ 051 食べ残し 

ｼｺﾉﾍﾞﾀ 051 食べ残し 

ｼｺﾛﾓ 029 玉蜀黍 

ｼｺﾛﾓｳﾄ 029 玉蜀黍 

ｼｺﾛﾓーﾄ 029 玉蜀黍 

ｼｺﾛﾓｷﾞｶ 029 玉蜀黍 

ｼｺﾛﾓﾁﾓ 029 玉蜀黍 

ｼｺﾛﾓﾏｱ 029 玉蜀黍 

ｼｺﾛﾓﾙﾋﾞｲ 029 玉蜀黍 

ｼｺﾛﾓﾝﾄ 029 玉蜀黍 

ｼｻﾞｷ 041 虱の卵 

ｼﾞｻｷ 041 虱の卵 

ｼﾞｻﾞｷ 041 虱の卵 

ｼｼｶﾀ 017 竹馬 

ｼｼｹｶ 094 書きなさい 

ｼﾞｼﾞｽﾁ 047 血統 

ｼｼｯｶｶ 094 書きなさい 

ｼｼｯｹｶ 094 書きなさい 

ｼｼｯﾗｼ 081 しなさい 

ｼｼﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 

ｼｼﾛｼ 081 しなさい 

ｼﾞｼﾞﾝｹﾞ 019 片足飛 

ｼﾞｽ 006 縞蛇 

ｼﾞｽ 047 血統 

ｼﾞｽｴｲ 047 血統 

ｼﾞｽｷﾌ 030 蕗の薹 

ｼﾞｽｾ 011 背骨 

ｼﾞｽﾁ 047 血統 

ｼﾞｽﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ｼﾞｽﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ｼﾀﾞｷ 041 虱の卵 

ｼﾞﾀﾞｷ 041 虱の卵 

ｼﾀﾞｷﾀ 070 台所 

ｼﾀﾞｷﾌ 025 湯気 

ｼｯｹｶ 094 書きなさい 

ｼﾞﾂﾁ 047 血統 

ｼｯﾊﾞ 061 末の子 

ｼｯﾌﾞｺﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ｼｯﾎﾞｺﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ｼｯﾛｼ 081 しなさい 

ｼﾞﾄﾞ 069 土間 

ｼﾅﾄﾞﾔ 002 なめくじ 

ｼﾈｵ 072 寝小便 

ｼﾞﾉ 069 土間 

ｼﾊーｶﾀ 017 竹馬 

ｼﾊｶﾀ 017 竹馬 

ｼﾊﾞｶﾀ 044 竹やぶ 

ｼﾊｹﾀ 017 竹馬 

ｼﾊﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼﾊﾞﾔｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼﾊﾞﾛｺﾝﾃﾝﾃ 018 肩車 

ｼﾌﾞーﾃﾞ 056 げんこつ 

ｼﾌﾞｺ 056 げんこつ 

ｼﾌﾞｺｯﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ｼﾌﾞｺﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ｼﾌﾞｺﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ｼﾌﾞﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ｼﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 

ｼﾎ 013 瞳 

ｼﾎ 016 黒子 

ｼﾎﾞｶﾞ 073 あばた 

ｼﾎﾞｺｲｸ 051 食べ残し 

ｼﾎﾉﾒ 013 瞳 

ｼﾎﾉﾒﾛｸ 013 瞳 

ｼﾎﾞﾒ 012 麦粒腫 

ｼﾎﾞﾒ 013 瞳 

ｼﾎﾞﾒ 027 すり棒 

ｼﾎﾞﾓ 012 麦粒腫 

ｼﾎﾞﾛｸ 013 瞳 

ｼﾞﾎﾞﾝｶﾞ 049 タンポポ 

ｼﾏｱ 051 食べ残し 

ｼﾏｹｶ 094 書きなさい 

ｼﾏﾝｴ 0932 行こう(勧誘) 

ｼﾑｷｱ 063 コオロギ 

ｼﾑｸﾋﾞ 003 御玉杓子 
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ｼﾑｺﾈ 063 コオロギ 

ｼﾑｽﾞｽ 063 コオロギ 

ｼﾑﾂﾏ 063 コオロギ 

ｼﾑﾉｺｲｶｵ 053 蚕 

ｼﾑﾉﾝｶ 079 百日咳 

ｼﾑﾏｼﾞﾏ 006 縞蛇 

ｼﾑﾘｷ 063 コオロギ 

ｼﾑﾘｷｹ 063 コオロギ 

ｼﾑﾛﾎﾞﾝﾃﾞ 001 蝸牛 

ｼﾑﾝｷﾝｷ 063 コオロギ 

ｼﾑﾝﾃﾞﾝﾃ 001 蝸牛 

ｼﾑﾝﾃﾞﾝﾃﾞ 001 蝸牛 

ｼﾒｬﾁｵ 060 次男 

ｼﾒﾔﾋ 051 食べ残し 

ｼﾒﾘｺﾉ 051 食べ残し 

ｼﾒﾘﾏｱ 051 食べ残し 

ｼﾓﾛﾓｷﾂﾎ 029 玉蜀黍 

ｼﾞｬｼｷ 041 虱の卵 

ｼﾞｬｼﾞｷ 041 虱の卵 

ｼﾔﾊﾞｶﾀ 044 竹やぶ 

ｼﾔﾊﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼﾔﾊﾞｯｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼﾖｶﾅ 040 仲良し 

ｼｮﾁｷ 090 来るな 

ｼﾞﾗｷ 041 虱の卵 

ｼﾗﾑｵ 072 寝小便 

ｼﾗﾑｼ 072 寝小便 

ｼﾗﾑﾝｼ 072 寝小便 

ｼﾗﾓｵ 072 寝小便 

ｼﾚﾔ 081 しなさい 

ｼﾚﾔｹｶ 094 書きなさい 

ｼﾞﾛ 069 土間 

ｼﾞﾛ 070 台所 

ｼﾛｼ 081 しなさい 

ｼﾛﾓーﾄ 029 玉蜀黍 

ｼﾜﾊﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ｼﾞﾝﾏ 001 蝸牛 

ｼﾞﾝﾏﾀｶ 018 肩車 

ｼﾞﾝﾚ 097 心臓 

ｽﾞーｶﾞ 004 蛙 

ｽーｹ 039 崩れる 

ｽﾞーｹ 047 血統 

ｽーﾄﾞﾝｷ 052 松の実 

ｽーﾄﾞﾝｹ 052 松の実 

ｽーﾄﾞﾝｹｻｶｯﾂﾏ 052 松の実 

ｽﾞーﾎﾞーｼﾞﾝｵ 060 次男 

ｽﾞーﾎﾞｷﾞｺﾘｽ 027 すり棒 

ｽﾞーﾎﾞｷﾌ 030 蕗の薹 

ｽﾞーﾎﾞﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ｽﾞーﾎﾞﾘｽ 027 すり棒 

ｽﾞーﾎﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ｽーﾒﾓ 100 くすぐる 

ｽﾞーﾓーﾒ 001 蝸牛 

ｽﾞーﾓﾝﾒ 001 蝸牛 

ｽｵ 039 崩れる 

ｽｵｶﾞｷﾞﾅ 039 崩れる 

ｽｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｽｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｽﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｽｶﾞｽｸ 100 くすぐる 

ｽｶﾞｽｸﾞ 100 くすぐる 

ｽｶﾞｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ｽｶﾞﾂｸ 100 くすぐる 

ｽﾞｶｯﾂﾏ 052 松の実 

ｽｶﾞﾅｼｵ 039 崩れる 

ｽｶﾊﾞｿ 016 黒子 

ｽｶﾏﾓ 100 くすぐる 

ｽｶﾒ 078 お化粧する 

ｽｶﾓﾓ 100 くすぐる 

ｽﾞｶﾕ 0931 行こう(意志) 

ｽﾞｶﾕ 0932 行こう(勧誘) 

ｽｶﾗｸﾞｽｸ 100 くすぐる 

ｽｶﾗﾑﾂ 072 寝小便 

ｽｷ 046 目高 

ｽｷ 063 コオロギ 

ｽﾞｷｱ 062 赤とんぼ 

ｽｷｳ 046 目高 

ｽｷｽｷ 063 コオロギ 

ｽｷﾞﾅ 039 崩れる 

ｽｷﾞﾛｸ 063 コオロギ 

ｽﾞｸ 075 もつれる 

ｽｸﾞｯｸ 100 くすぐる 

ｽｸﾞﾂｸ 100 くすぐる 

ｽｸｯﾎ 073 あばた 

ｽｸｯﾜ 032 わきが 

ｽｸﾞﾓ 100 くすぐる 

ｽｹﾞ 076 鶏の糞 

ｽｺﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ｽﾞｺﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ｽｺﾉ 051 食べ残し 

ｽｺﾉｲｸ 051 食べ残し 

ｽﾞｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｽﾞｽﾞｽﾞ 057 彼岸花 

ｽﾞｽﾑ 014 涎 

ｽﾀﾞ 039 崩れる 

ｽﾀﾞｼｵ 039 崩れる 

ｽﾃﾞｲﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｽﾃﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｽﾄｵｼｵ 039 崩れる 

ｽﾄﾞﾝｹ 052 松の実 

ｽﾄﾞﾝｹﾂﾏ 052 松の実 

ｽﾊﾞｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ｽﾏｹｶ 092 書ける 

ｽﾏｽｸ 100 くすぐる 

ｽﾏｽｸﾞ 100 くすぐる 

ｽﾏｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ｽﾏﾓ 075 もつれる 

ｽﾏﾓ 100 くすぐる 

ｽﾞﾐ 102 桑の実 

ｽﾐｶ 102 桑の実 

ｽﾞﾐｶ 102 桑の実 
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ｽﾞﾐｶﾞ 102 桑の実 

ｽﾞﾐﾅﾊ 057 彼岸花 

ｽﾞﾐﾅﾊｽﾞﾐﾊ 057 彼岸花 

ｽﾞﾐﾊ 057 彼岸花 

ｽﾞﾐﾐ 064 みみず 

ｽﾞﾐﾐﾗｸｻ 064 みみず 

ｽﾞﾐﾐﾗﾀーﾉ 064 みみず 

ｽﾞﾐﾐﾗﾀーﾎ 064 みみず 

ｽﾞﾐﾐﾗﾍﾞｶ 064 みみず 

ｽﾞﾐﾐﾗﾒｶ 064 みみず 

ｽﾞﾐﾒ 064 みみず 

ｽﾑｽｸ 100 くすぐる 

ｽﾑﾂｸ 100 くすぐる 

ｽﾑﾂｺ 100 くすぐる 

ｽﾑﾂﾌ 100 くすぐる 

ｽﾑﾑ 100 くすぐる 

ｽﾑﾓ 100 くすぐる 

ｽﾞﾒｶ 102 桑の実 

ｽﾞﾒﾐ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒーｿﾞﾝｼﾞ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒーｮｷーﾄ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒｶｵ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾏﾀ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗｶﾞｶ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗﾀーｵ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗﾀーﾉ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗﾀーﾋ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗﾀーｮﾋ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗﾍﾞｶ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗﾒｶ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾗﾒﾝｶ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾘﾅﾐｶ 064 みみず 

ｽﾞﾒﾒﾘﾅﾝｶｵ 064 みみず 

ｽﾓｽｸ 100 くすぐる 

ｽﾓｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ｽﾓﾂｸ 100 くすぐる 

ｽﾓﾓ 100 くすぐる 

ｽﾓｮﾁｺ 100 くすぐる 

ｽﾞｬｼﾞ 073 あばた 

ｽﾞﾕ 073 あばた 

ｽﾞﾖ 014 涎 

ｽﾗｷ 041 虱の卵 

ｽﾞﾗｼｷﾜ 032 わきが 

ｽﾞﾗｼﾔｵ 057 彼岸花 

ｽﾘｷﾞﾘｷ 063 コオロギ 

ｽﾙｸﾞｽｸ 100 くすぐる 

ｽﾞﾜｶ 004 蛙 

ｽﾞﾜｶﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ｽﾞﾜｶﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ｽﾞﾝﾐﾐ 064 みみず 

ｾーﾔ 074 にきび 

ｾﾞｶｷｾ 079 百日咳 

ｾﾞｶｸﾌﾀｵ 079 百日咳 

ｾﾞｶﾁﾝｸｬﾋ 079 百日咳 

ｾﾞｶｯｷｾ 079 百日咳 

ｾﾞｶｯﾁﾆｸｬﾋ 079 百日咳 

ｾｶｯﾅ 060 次男 

ｾﾞｶｯﾘーｼ 079 百日咳 

ｾﾞｶｯﾘﾔﾊ 079 百日咳 

ｾﾞｶｯﾚｲｼ 079 百日咳 

ｾﾞｶﾘｲｼ 079 百日咳 

ｾﾞｶﾘーｼ 079 百日咳 

ｾﾞｶﾘｼ 079 百日咳 

ｾﾞｶﾚｲｼ 079 百日咳 

ｾﾞｶﾚーｼ 079 百日咳 

ｾｻｻｶ 063 コオロギ 

ｾｻﾀｶ 063 コオロギ 

ｾｾｲﾁ 067 小さい 

ｾｾｲﾁ 096 狭い 

ｾｾーｲﾁ 067 小さい 

ｾｾーﾁ 067 小さい 

ｾｾーﾁ 096 狭い 

ｾｾｶｯﾗ 080 落花生 

ｾｾﾀﾞｸﾃｼ 081 しなさい 

ｾｾﾁ 067 小さい 

ｾｾｯｶｶ 094 書きなさい 

ｾｾｯｶﾅ 060 次男 

ｾｾｯｻ 081 しなさい 

ｾｾｯｻｼ 081 しなさい 

ｾｾｯﾁ 067 小さい 

ｾｾｯｬｼ 081 しなさい 

ｾｾｯﾗｼ 081 しなさい 

ｾｾﾄﾞﾝｻ 028 馬鈴薯 

ｾｾﾓﾓ 100 くすぐる 

ｾｾﾗﾀーｵ 064 みみず 

ｾｾﾝｵ 038 声 

ｾｯｶﾅ 060 次男 

ｾｯｶﾅ 061 末の子 

ｾﾐｵｶ 045 里帰り 

ｾﾗﾔ 074 にきび 

ｾﾘﾔ 074 にきび 

ｾﾙﾔ 074 にきび 

ｾﾚﾔ 074 にきび 

ｾﾛﾔ 074 にきび 

ｿﾞｲﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｿｳｮﾋ 037 ひょうそ 

ｿーｹ 076 鶏の糞 

ｿﾞーﾈ 089 あるまい 

ｿﾞーﾈｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ｿﾞーﾈﾗｶﾜ 088 わからない 

ｿーﾎﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ｿーﾎﾞﾝﾎ 073 あばた 

ｿーｬｷ 076 鶏の糞 

ｿーｮﾋ 037 ひょうそ 

ｿﾞｶ 102 桑の実 

ｿｷ 068 土台石 

ｿｸ 054 蚕の糞 

ｿｸ 076 鶏の糞 

ｿﾞｸｲ 0931 行こう(意志) 

ｿｸｺ 054 蚕の糞 

ｿｸﾁﾎ 073 あばた 



 

15 

 

ｿｸｯｺ 054 蚕の糞 

ｿｸｯﾎ 016 黒子 

ｿｸｯﾎ 073 あばた 

ｿｸｯﾎﾞ 073 あばた 

ｿｸｯﾎﾞｶｯﾔ 073 あばた 

ｿｸｯﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｿｸｯﾜ 032 わきが 

ｿｸﾄ 076 鶏の糞 

ｿｸﾉﾄ 076 鶏の糞 

ｿｸﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｿｸﾉﾘﾄﾜﾆ 076 鶏の糞 

ｿｸﾉﾝｻｺﾎﾞｵ 054 蚕の糞 

ｿｸﾉﾝﾄ 076 鶏の糞 

ｿｸﾎ 073 あばた 

ｿｸﾎﾞｶﾔ 073 あばた 

ｿｸﾞﾓ 008 お灸 

ｿｸﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｿｸﾜ 032 わきが 

ｿﾞｿﾞｲﾊ 098 肺臓 

ｿﾞｿﾞーﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｿﾞｿﾞーﾈｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ｿｿーﾎ 073 あばた 

ｿｿーﾎﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ｿｿーﾎﾞﾝﾎ 073 あばた 

ｿｿーｮﾋ 037 ひょうそ 

ｿﾞｿﾞｺｯーﾃｬｼ 060 次男 

ｿﾞｿﾞｺｯｶﾅ 060 次男 

ｿﾞｿﾞｼﾞｵﾉｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ｿｿｿｵ 072 寝小便 

ｿﾞｿﾞﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｿﾞｿﾞﾉﾝｼ 097 心臓 

ｿｿﾋﾞﾅﾊ 057 彼岸花 

ｿﾞｿﾞﾙｹｶ 092 書ける 

ｿﾞｿﾞﾙｹｶ 094 書きなさい 

ｿｿﾚﾜｷﾕ 050 空豆 

ｿｿﾚﾜﾍﾞﾅ 057 彼岸花 

ｿｿﾝｶﾞﾋ 057 彼岸花 

ｿﾞｿﾞﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｿﾞｿﾞﾝｻﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ｿﾞｿﾞﾝｼ 097 心臓 

ｿﾞｿﾞﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ｿﾞﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｿﾚﾔ 074 にきび 

ｿﾞﾝｶｲｬﾁｷ 090 来るな 

ｿﾞﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｿﾞﾝｹｲーｬﾁｷ 090 来るな 

ｿﾞﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾀﾞｱ 016 黒子 

ﾀﾞｱ 073 あばた 

ﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾀﾞーﾈ 089 あるまい 

ﾀﾞーｬﾆ 089 あるまい 

ﾀﾞｲｾ 028 馬鈴薯 

ﾀｲﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾀﾞｶｲ 072 寝小便 

ﾀｶｵ 103 花嫁 

ﾀｶｵﾅﾊ 103 花嫁 

ﾀｶｶ 042 踵 

ﾀｶｶﾉｻｹ 063 コオロギ 

ﾀｶﾄｱ 042 踵 

ﾀｷｶﾞｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾀｷｶﾞﾏﾔ 039 崩れる 

ﾀｷﾃﾞｶﾞﾊﾞﾝｸ 039 崩れる 

ﾀｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾀｷﾋーｵ 005 蟇蛙 

ﾀﾞｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ﾀｹﾀ 021 鬼ごっこ 

ﾀｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾀｺｱ 042 踵 

ﾀﾞｻｷ 041 虱の卵 

ﾀｼーｹ 021 鬼ごっこ 

ﾀｼｺ 054 蚕の糞 

ﾀｼｺﾉ 051 食べ残し 

ﾀｼｼｺ 054 蚕の糞 

ﾀｼﾉｷﾕ 030 蕗の薹 

ﾀｼﾘｼｺ 054 蚕の糞 

ﾀｼﾘｼﾞｺ 054 蚕の糞 

ﾀｾーﾏﾔ 077 化膿する 

ﾀﾞﾀﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾀﾞﾀﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾀﾞﾀﾞｺﾃｯｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾀﾞﾀﾞｼｵｺｯﾋﾞﾀｶ 020 する(片足) 

ﾀﾀｯﾊﾞｼﾞﾄ 075 もつれる 

ﾀﾀｯﾛﾋ 091 拾った人 

ﾀﾞﾀﾞﾐﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ﾀﾞﾀﾞﾒｺ 046 目高 

ﾀﾞﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾀｯﾅｸﾄｸﾇ 101 暖かい 

ﾀｯﾅﾆﾖｸ 039 崩れる 

ﾀｯﾈﾝｳ 082 寝ただろう 

ﾀｯﾉﾆﾀﾞｶｲ 072 寝小便 

ﾀｯﾊﾞﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾀｯﾙーｹﾞ 004 蛙 

ﾀｯﾛﾋ 091 拾った人 

ﾀﾊﾞｱ 073 あばた 

ﾀﾊﾞｲﾂｯﾍ 070 台所 

ﾀﾊﾞｵｱ 050 空豆 

ﾀﾞﾊｽﾞﾕ 073 あばた 

ﾀﾊﾞﾄﾞｸ 070 台所 

ﾀﾋﾞﾍ 006 縞蛇 

ﾀﾌﾞｻｶ 052 松の実 

ﾀﾎﾞｱ 073 あばた 

ﾀﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾀﾎﾞｲ 073 あばた 

ﾀﾏﾘｻﾞﾝｴ 043 びっこ 

ﾀﾞﾒ 046 目高 

ﾀﾞﾒｺ 046 目高 

ﾀﾞﾒﾀﾞ 085 出来ない 

ﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾀﾞｬｼｵ 041 虱の卵 

ﾀﾞｬｼｷ 041 虱の卵 
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ﾀﾞﾖｵ 014 涎 

ﾀﾜｱ 073 あばた 

ﾀﾞﾝｳ 077 化膿する 

ﾀﾞﾝｸｯﾂ 039 崩れる 

ﾀﾞﾝｸﾇ 101 暖かい 

ﾀﾞﾝｽﾑ 075 もつれる 

ﾀﾝﾋﾞ 073 あばた 

ﾀﾝﾋﾟﾝﾅ 004 蛙 

ﾀﾞﾝﾓﾅーｿｹｶ 092 書ける 

ﾁ 047 血統 

ﾁーﾎﾞーｶﾞ 073 あばた 

ﾁｳﾐ 047 血統 

ﾁｳﾐ 048 親類 

ﾁｶ 031 左利き 

ﾁｸﾞｲﾏﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞーｺーｮｼ 071 入口 

ﾁｸﾞーﾃﾞ 071 入口 

ﾁｸﾞーﾄﾞﾝﾊ 071 入口 

ﾁｸﾞーﾎﾞﾝﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞーｬﾐﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞーｮｼﾞ 071 入口 

ﾁｸﾞーﾖｼﾞ 071 入口 

ﾁｸｯﾊﾞﾄ 071 入口 

ﾁｸｯﾘｲﾊ 071 入口 

ﾁｸｯﾘーﾍ 071 入口 

ﾁｸﾞﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞﾄﾞーｵ 071 入口 

ﾁｸﾞﾄﾞｶ 071 入口 

ﾁｸﾞﾄﾞﾝﾊ 071 入口 

ﾁｸﾞﾊﾞﾝﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞﾎﾞﾝﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞﾏ 071 入口 

ﾁｸﾞﾏｾ 071 入口 

ﾁｸﾏﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞﾏﾄ 069 土間 

ﾁｸﾞﾏﾄ 071 入口 

ﾁｸﾞﾏﾄーｵ 071 入口 

ﾁｸﾞﾏﾄﾞーｵ 071 入口 

ﾁｸﾞﾏﾄﾞﾝﾊ 071 入口 

ﾁｸﾞﾖﾄ 071 入口 

ﾁｸﾘｲ 069 土間 

ﾁｸﾘｲ 071 入口 

ﾁｸﾞﾘｲ 071 入口 

ﾁｸﾞﾘｲﾃﾞ 071 入口 

ﾁｸﾘｲﾊ 071 入口 

ﾁｸﾞﾘｲﾊ 071 入口 

ﾁｸﾘーﾍ 071 入口 

ﾁｸﾞﾘーﾍ 071 入口 

ﾁｸﾘーｬﾋ 071 入口 

ﾁｸﾞﾘーｬﾋ 071 入口 

ﾁｸﾘｶﾞｱ 069 土間 

ﾁｸﾞﾘｶﾞｱ 069 土間 

ﾁｸﾜ 032 わきが 

ﾁｸﾞﾝｶﾝｹﾞ 071 入口 

ﾁｸﾞﾝﾓ 071 入口 

ﾁﾀﾞーﾕ 072 寝小便 

ﾁﾀﾞﾓﾄ 040 仲良し 

ﾁﾀﾞﾓﾄｲﾖﾉｶﾅ 040 仲良し 

ﾁﾀﾞﾓﾄｵ 040 仲良し 

ﾁﾀﾞﾓﾄーｲ 040 仲良し 

ﾁﾀﾞﾓﾄｵｲｲ 040 仲良し 

ﾁﾁｯﾑﾑ 099 擽ったい 

ﾁﾁｯﾓﾓ 099 擽ったい 

ﾁﾁﾓﾓ 099 擽ったい 

ﾁｯｶ 070 台所 

ﾁｯｷﾞ 043 びっこ 

ﾁｯﾊﾞ 061 末の子 

ﾁｯﾎﾞーｶﾞ 073 あばた 

ﾁｯﾐｶﾞｶ 007 とかげ 

ﾁﾊﾞ 061 末の子 

ﾁﾊﾞｹﾞｺﾘｽ 026 すり鉢 

ﾁﾊﾞﾆﾍﾞ 026 すり鉢 

ﾁﾊﾞﾈｺ 026 すり鉢 

ﾁﾊﾞﾘｸﾞﾒ 026 すり鉢 

ﾁﾊﾞﾘｽ 026 すり鉢 

ﾁﾊﾞﾘﾀｱ 026 すり鉢 

ﾁﾊﾞﾙｽ 026 すり鉢 

ﾁﾊﾞﾝｺﾞ 026 すり鉢 

ﾁﾌﾞﾒ 013 瞳 

ﾁﾎﾞｱ 073 あばた 

ﾁﾎﾞーｶﾞ 073 あばた 

ﾁﾏﾁｲ 048 親類 

ﾁﾐﾁ 047 血統 

ﾁﾐﾁ 048 親類 

ﾁﾓｸﾁ 056 げんこつ 

ﾁﾝﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ﾂーﾒーﾒ 001 蝸牛 

ｯｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾂｶﾝｶ 052 松の実 

ﾂｸ 076 鶏の糞 

ﾂｸｱ 042 踵 

ﾂｸﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ﾂｹｯﾘﾋﾞ 061 末の子 

ﾂｺ 056 げんこつ 

ﾂｺｱ 042 踵 

ﾂｺｲｽﾞｷｾ 011 背骨 

ﾂｺﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ﾂｺﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ﾂｺﾞﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ﾂﾀ 058 締める 

ﾂﾀｯﾋ 058 締める 

ﾂｯﾅーﾋﾟ 080 落花生 

ﾂﾄﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ﾂﾅーﾋﾟ 080 落花生 

ﾂﾈｴﾁ 079 百日咳 

ﾂﾌﾞｶｱ 098 肺臓 

ﾂﾌﾞﾂﾌﾞ 074 にきび 

ﾂﾎﾞﾂﾎﾞ 073 あばた 

ﾂﾎﾞﾂﾎﾞ 074 にきび 

ﾂﾏーﾃ 057 彼岸花 

ﾂﾏーﾃﾉﾈﾂｷ 057 彼岸花 

ﾂﾏｲﾀﾉﾈﾂｷ 057 彼岸花 
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ﾂﾏｻｶ 052 松の実 

ﾂﾏﾝｶﾝｶ 052 松の実 

ﾂﾐ 102 桑の実 

゛ｯﾐｶ 102 桑の実 

ﾂﾐﾉﾜｸ 102 桑の実 

ﾂﾐﾜｸ 102 桑の実 

ﾂﾓーｿﾞ 098 肺臓 

ﾂﾓーﾄﾞ 098 肺臓 

ﾂﾓｵﾐｳ 077 化膿する 

ﾂﾓｶｱ 098 肺臓 

ﾂﾔｲｸｯﾁﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾃﾞーｬﾆｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾃﾞｶｶ 094 書きなさい 

ﾃｶｯｵ 070 台所 

ﾃﾞｷﾌ 016 黒子 

ﾃﾞｷﾌ 074 にきび 

ﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾃｸﾇ 101 暖かい 

ﾃｺﾖ 054 蚕の糞 

ﾃｼ 081 しなさい 

ﾃﾞｼ 081 しなさい 

ﾃﾞｾ 081 しなさい 

ﾃｯｶ 070 台所 

ﾃｯｶｵ 070 台所 

-ﾃｯｸﾞｽｸ 099 擽ったい 

ﾃｯﾅﾝｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾃﾂﾅﾝｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾃｯﾅﾝｸｵﾃｼ 081 しなさい 

ﾃｯﾅﾝｸｵﾃｯﾔ 081 しなさい 

ﾃｯﾅﾝｸﾄｲｶ 094 書きなさい 

ﾃｯﾅﾝｸﾄｼ 081 しなさい 

ﾃｯﾅﾝｸﾄｯﾔ 081 しなさい 

ﾃｯﾎﾞｲ 077 化膿する 

ﾃｯﾑｽｸ 099 擽ったい 

ﾃｯﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ﾃｯﾘｹﾞﾆ 056 げんこつ 

ﾃﾃーｹｯﾎﾞ 101 暖かい 

ﾃﾃーﾚーﾓﾃーｹ 094 書きなさい 

ﾃﾃーﾚﾓﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾃﾃｷｲ 0931 行こう(意志) 

ﾃﾞﾃﾞｸﾃーｹ 094 書きなさい 

ﾃﾞﾃﾞｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾃﾃｸﾇ 101 暖かい 

ﾃﾞﾃﾞｹ 096 狭い 

ﾃﾃｹｯﾎﾞ 101 暖かい 

ﾃﾃｹﾇ 101 暖かい 

ﾃﾃｼ 081 しなさい 

ﾃﾃｯｶﾎﾞ 101 暖かい 

ﾃﾃｯｸﾞｽｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯｸﾞｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯｸﾇ 101 暖かい 

ﾃﾃｯｹｯﾎﾞ 101 暖かい 

ﾃﾃｯｹﾎﾞ 101 暖かい 

ﾃﾃｯﾊﾞ 061 末の子 

ﾃﾃｯﾊﾞｾ 096 狭い 

ﾃﾃｯﾋﾞｽｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾌﾞｽｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾍﾞｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾍﾞｾ 096 狭い 

ﾃﾃｯﾎﾞﾙﾊ 101 暖かい 

ﾃﾃｯﾐｽｸﾞ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾐｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾑｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾑﾂｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾑﾑ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾒｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾓｽｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾓｽﾞｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾓﾂｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾓﾓ 099 擽ったい 

ﾃﾃｯﾓﾓｽ 099 擽ったい 

ﾃﾞﾃﾞﾄ 068 土台石 

ﾃﾞﾃﾞﾄﾞ 068 土台石 

ﾃﾃﾑﾂｸ 099 擽ったい 

ﾃﾃｬｼ 060 次男 

ﾃﾃｬｼ 061 末の子 

ﾃﾞﾃﾞｬｼ 060 次男 

ﾃﾃｬｼﾉﾒﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ﾃﾃｬｼﾝﾊﾞｼｲ 061 末の子 

ﾃﾓｵ 071 入口 

ﾃﾞﾔﾗーﾈ 089 あるまい 

ﾃﾖ 031 左利き 

ﾃﾖﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ﾄｱ 073 あばた 

ﾄｱーｿーﾎ 073 あばた 

ﾄｱﾉーｿーﾎ 073 あばた 

ﾄｱﾉーｿﾎ 073 あばた 

ﾄｱﾉｿーﾎ 073 あばた 

ﾄｲﾔ 008 お灸 

ﾄｵ 038 声 

ﾄﾞーｵ 071 入口 

ﾄーｶﾔ 073 あばた 

ﾄーｹ 047 血統 

ﾄﾞーﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾄーﾂｶ 018 肩車 

ﾄーﾄｵ 060 次男 

ﾄﾞーﾈ 089 あるまい 

ﾄﾞーﾈーｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ﾄーﾔ 008 お灸 

ﾄﾞーｬﾆﾃﾞ 085 出来ない 

ﾄﾞーｬﾆﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾄｵﾘﾔ 038 声 

ﾄｶｶ 042 踵 

ﾄﾞｶｶ 042 踵 

ﾄｶﾀ 042 踵 

ﾄﾞｷﾉﾘーｮｼﾞ 069 土間 

ﾄｷﾔ 008 お灸 

ﾄﾞｸ 070 台所 

ﾄｸｱ 042 踵 

ﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾄｺｶ 042 踵 
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ﾄｺﾞﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾄｺﾞﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ﾄｺﾞﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ﾄｺﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾄﾞｽｷ 063 コオロギ 

ﾄﾞｾﾙﾔ 074 にきび 

ﾄﾞﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾄｯｹ 047 血統 

ﾄｯｼﾞ 001 蝸牛 

ﾄｯﾊﾞﾄｯｼﾞ 001 蝸牛 

ﾄｯﾋﾘﾋ 063 コオロギ 

ﾄﾞｯﾒﾘﾊ 046 目高 

ﾄｯﾘﾎﾞﾉ 069 土間 

ﾄｯﾛﾋ 091 拾った人 

ﾄﾄ 030 蕗の薹 

ﾄﾄ 047 血統 

ﾄﾄｲｹ 047 血統 

ﾄﾞﾄﾞｲﾀﾞ 001 蝸牛 

ﾄﾞﾄﾞｲﾊ 098 肺臓 

ﾄﾄｲﾔ 008 お灸 

ﾄﾄｵ 060 次男 

ﾄﾄーｹ 047 血統 

ﾄﾄーﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾄﾞﾄﾞーﾎﾞﾝﾃﾞ 001 蝸牛 

ﾄﾄｶ 003 御玉杓子 

ﾄﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾄﾞﾄﾞｺ 097 心臓 

ﾄﾄｺﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾄﾞﾄﾞｼﾞｵ 013 瞳 

ﾄﾞﾄﾞﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾄﾄｯｲ 048 親類 

ﾄﾄｯｷﾞ 057 彼岸花 

ﾄﾄｯｹ 047 血統 

ﾄﾄｯｹｼﾞｽ 047 血統 

ﾄﾄｯﾊﾞｽﾑ 075 もつれる 

ﾄﾄｯﾊﾞﾄｯﾄﾞ 001 蝸牛 

ﾄﾄｯﾌ 025 湯気 

ﾄﾄｯﾛﾋ 091 拾った人 

ﾄﾄﾉｷーﾌ 030 蕗の薹 

ﾄﾄﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾄﾞﾄﾞﾏｱ 022 つらら 

ﾄﾞﾄﾞﾒﾀ 086 駄目だ 

ﾄﾞﾄﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾄﾞﾄﾞﾘｸﾞﾝﾃ 018 肩車 

ﾄﾞﾄﾞﾘﾏﾅ 064 みみず 

ﾄﾄﾙﾏﾔﾐ 064 みみず 

ﾄﾞﾄﾞﾙﾏﾔﾐ 064 みみず 

ﾄﾞﾄﾞﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾄﾄﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾄﾞﾄﾞﾝｼ 097 心臓 

ﾄﾄﾝｼﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾄﾄﾝﾋﾞ 073 あばた 

ﾄﾞﾄﾞﾝﾌﾞﾔ 044 竹やぶ 

ﾄﾞﾄﾞﾝﾒﾒ 001 蝸牛 

ﾄﾋーﾄｯﾛﾋ 091 拾った人 

ﾄﾋﾞｺｵ 005 蟇蛙 

ﾄﾋﾀｯｬﾁｯﾛﾋ 091 拾った人 

ﾄﾋﾀｯﾛﾋ 091 拾った人 

ﾄﾞﾎ 028 馬鈴薯 

ﾄﾞﾏｶ 070 台所 

ﾄﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾄﾞﾒﾔﾊ 046 目高 

ﾄﾞﾒﾘﾊ 046 目高 

ﾄﾓｼｶﾞﾅ 070 台所 

ﾄﾓﾁｸﾞﾄ 069 土間 

ﾄﾓﾁｸﾞﾄ 071 入口 

ﾄﾓﾃｶｯｵ 070 台所 

ﾄﾓﾃｯｶ 070 台所 

ﾄﾓﾃｯｶｵ 070 台所 

ﾄﾓﾅﾀ 070 台所 

ﾄﾓﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾄﾙﾏ 097 心臓 

ﾄﾞﾝｶﾂﾀ 006 縞蛇 

ﾄﾞﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾄﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾄﾞﾝﾊ 071 入口 

ﾄﾞﾝﾌﾞﾔ 044 竹やぶ 

ﾄﾞﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾄﾞﾝﾗﾍﾞｶ 064 みみず 

ﾅーﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾅーﾈ 089 あるまい 

ﾅーﾈｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅーﾍﾞｼ 081 しなさい 

ﾅーﾍﾞﾝﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅーﾒｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅーｬﾁｼ 081 しなさい 

ﾅーｬﾆｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅｲﾏﾙｱ 089 あるまい 

ﾅｶｽﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾅｶﾀｯｲﾈ 082 寝ただろう 

ﾅｶﾀｯーｪﾈ 082 寝ただろう 

ﾅｶﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾅｶｯｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾅｶﾗﾂｯﾈ 082 寝ただろう 

ﾅｷｶ 094 書きなさい 

ﾅｷｼﾞｺ 075 もつれる 

ﾅｼ 081 しなさい 

ﾅｼﾞｸ 049 タンポポ 

ﾅｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾅｾ 059 長男 

ﾅｾﾞーｵ 059 長男 

ﾅｾﾞｶﾅ 060 次男 

ﾅﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅﾅーｻﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾅﾅーｿﾞﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾅﾅーﾅﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾅﾅーﾈ 089 あるまい 

ﾅﾅーﾈｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅﾅーﾈﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾅﾅーﾍﾞﾝﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅーﾒﾙｱ 089 あるまい 
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ﾅﾅーﾒﾝｱ 089 あるまい 

ﾅﾅｲﾅﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾅﾅｶーﾄﾞﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ﾅﾅｶｸｲ 0931 行こう(意志) 

ﾅﾅｶｽｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾅﾅｶｯｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾅﾅｶｯｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾅﾅｶｯｺﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ﾅﾅｶﾗｽﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾅﾅｶﾗﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾅﾅｶﾝﾗﾌ 087 降らないか 

ﾅﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅﾅｹｯﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾅﾅﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅﾅﾖｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾅﾅﾖﾗーｲｶﾞーﾎﾀｲｶ 094 書きなさい 

ﾅﾅﾖﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾗーﾈ 089 あるまい 

ﾅﾅﾗーﾒﾙｱ 089 あるまい 

ﾅﾅﾗーｬﾆ 089 あるまい 

ﾅﾅﾗｲﾅ 089 あるまい 

ﾅﾅﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾅﾅﾗｹｶ 092 書ける 

ﾅﾅﾗｽﾞーﾄｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾗｽﾞーﾈ 089 あるまい 

ﾅﾅﾗｽﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾗｽﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾅﾅﾗﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾗｯｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾗﾂｯﾑﾈ 082 寝ただろう 

ﾅﾅﾗﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾅﾅﾗｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾗﾂｬﾁﾈ 082 寝ただろう 

ﾅﾅﾗ゛ｯﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾅﾅﾛﾀﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾅﾅﾜーﾈ 089 あるまい 

ﾅﾅﾜｲﾅ 089 あるまい 

ﾅﾅﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅﾅﾝﾃﾞ 085 出来ない 

ﾅﾅﾝﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾅﾅﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾅﾆーｬｼﾞｸｬｼﾞﾝﾓ 075 もつれる 

ﾅﾊﾞーｽﾞーｽﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞーｽﾞｽﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞーﾄｯｷﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞーｮｼｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞーｮﾘーｮｼ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞーﾚﾎﾞﾄｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞーﾛーｮｼｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｲﾚーﾕ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｲﾛｼｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｶﾊ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｸｺﾞｼﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｸﾞｼﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｸﾄﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｸﾄﾞﾝﾒ 013 瞳 

ﾅﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｹﾄﾎ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｼﾞｶ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｼｺﾐ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｼｺﾒｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｽﾞｽ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｽﾞｽﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞｽﾞｭｼﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾉーﾄﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾅﾊﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾅﾊﾉｸﾞｬｼﾋﾞﾝﾏ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾉｹﾄﾎ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾉｻｸ 008 お灸 

ﾅﾊﾉﾂﾏ 052 松の実 

ﾅﾊﾉﾊﾟｯﾛーﾃﾞｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾉﾒﾝﾔ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾉﾘﾛｼ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾉﾚﾎﾞｺｯﾊ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾒﾝﾔ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾘｲｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾘｶﾞｱ 069 土間 

ﾅﾊﾞﾘﾄーﾓｽ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾘﾊﾞｱ 070 台所 

ﾅﾊﾞﾚﾎﾞｺ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾚﾎﾞｺﾊ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾛーｮｼｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾛｼﾞｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾛｮｼｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾛｮｼﾞｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾝｶﾞﾋ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾝｶﾞﾋｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾅﾊﾞﾝｻﾝﾎﾞｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾝﾁーｮﾁ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾝﾊﾞﾋ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾝﾎﾞ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾞﾝﾎﾞｵ 057 彼岸花 

ﾅﾊﾝｮﾋﾟﾝｮﾋﾟ 057 彼岸花 

ﾅﾖﾗﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾅﾗﾂ 022 つらら 

ﾅﾙｸ 090 来るな 

ﾅﾚｸﾄｼ 081 しなさい 

ﾅﾝｸ 090 来るな 

ﾅﾝｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾅﾝｾ 081 しなさい 

ﾅﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾆｱ 059 長男 

ﾆｱーｵ 059 長男 

ﾆｱｲｶﾃﾞ 059 長男 

ﾆｲｲーｬﾘｸ 084 来れば 

ﾆｲｲﾊﾞーｺ 084 来れば 

ﾆｲｲﾊﾞｲｺ 084 来れば 

ﾆｲｲﾊﾞﾚｸ 084 来れば 
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ﾆーﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾆーﾄﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾆーﾉｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾆーﾉﾃﾞ 085 出来ない 

ﾆーﾉﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾆーﾒﾙｱ 089 あるまい 

ﾆｵｹｶ 021 鬼ごっこ 

ﾆｶｯｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾆｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ﾆｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾆﾀｯｶﾖﾊﾞーｺ 084 来れば 

ﾆﾆｱ 033 婿養子 

ﾆﾆｱ 059 長男 

ﾆﾆｱーｵ 059 長男 

ﾆﾆｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾆﾆｽﾞｺﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ﾆﾆﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾆﾉﾀｯｶﾖﾊﾞーｺ 084 来れば 

ﾆﾗｽﾞーﾄﾈ 082 寝ただろう 

ﾆﾗﾂﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾆﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾆﾗﾗｽﾞｲﾅ 089 あるまい 

ﾈｲﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈｳｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾈーｮｼﾃﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾈｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾈｶｯｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾈｶｯｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾈｶｯｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈｶﾗﾂーﾈ 082 寝ただろう 

ﾈｸ 044 竹やぶ 

ﾈｸｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾈｸﾞｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾈｸｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾈｸﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾈｸﾞﾀ 044 竹やぶ 

ﾈｸﾈｸ 044 竹やぶ 

ﾈｸﾉｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾈｼﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 

ﾈｼﾛｼ 081 しなさい 

ﾈｽﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾈﾀ 047 血統 

ﾈﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾈﾈ 089 あるまい 

ﾈﾈｲﾅ 089 あるまい 

ﾈﾈｲﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈーｶｯﾘｱ 089 あるまい 

ﾈﾈーﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾈﾈーﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈーｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ﾈﾈーﾖｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈーﾖﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈーﾖﾘｱ 089 あるまい 

ﾈﾈｶーｮｼーｷｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾈﾈｶｯｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈｶｯﾘｱ 089 あるまい 

ﾈﾈｶﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾈﾈｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈｸ 044 竹やぶ 

ﾈﾈｹｲｬﾁｷ 090 来るな 

ﾈﾈｺｯｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈｺｯﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈｺｯﾘｱ 089 あるまい 

ﾈﾈｺｯﾘｶﾜ 088 わからない 

ﾈﾈｼｶﾞｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈｼｹｶ 094 書きなさい 

ﾈﾈｼｯﾛｼ 081 しなさい 

ﾈﾈｼﾏｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈｼﾚﾔ 081 しなさい 

ﾈﾈｼﾛｼ 081 しなさい 

ﾈﾈｽﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾈﾈﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾈﾈﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ﾈﾈｬｼﾞﾝﾓﾙｱ 089 あるまい 

ﾈﾈﾖｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈﾖﾘｱ 089 あるまい 

ﾈﾈﾖﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾈﾈﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾈﾈﾗｽﾃﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾈﾈﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾈﾈﾝｶﾜ 088 わからない 

ﾈﾈﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾈﾝｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾈﾈﾝｸｵﾃーｹ 094 書きなさい 

ﾈﾈﾝｸｵﾃｼ 081 しなさい 

ﾈﾈﾝｸｵﾃｯﾔ 081 しなさい 

ﾈﾈﾝｸｵﾄｲｶ 094 書きなさい 

ﾈﾈﾝｸｵﾄーｹ 094 書きなさい 

ﾈﾈﾝｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾈﾈﾝｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾈﾈﾝｸﾄｲｶ 094 書きなさい 

ﾈﾈﾝｸﾄｼ 081 しなさい 

ﾈﾈﾝｬｼﾞﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾈﾈﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾈﾊﾟｯｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾈﾌﾞーｵ 048 親類 

ﾈﾌﾞｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾈﾌﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾈﾎﾞｲﾕ 038 声 

ﾈﾎﾞーｵ 011 背骨 

ﾈﾎﾞーｵ 038 声 

ﾈﾎﾞーｹﾞﾄｵ 038 声 

ﾈﾎﾞーｹﾞﾄﾞｵ 038 声 

ﾈﾎﾞーﾄﾞ 011 背骨 

ﾈﾎﾞーｬｷﾞﾄｵ 038 声 

ﾈﾎﾞーｮｼﾄﾞ 011 背骨 

ﾈﾎﾞｾ 011 背骨 

ﾈﾎﾟｯーｮｼﾄﾞ 011 背骨 

ﾈﾎﾟｯｼｵ 038 声 

ﾈﾎﾟｯｮｼﾄﾞ 011 背骨 

ﾈﾎﾞﾄｵ 038 声 
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ﾈﾎﾞﾄーｵ 038 声 

ﾈﾎﾞﾔｵ 011 背骨 

ﾈﾎﾞﾔｵﾉｾ 011 背骨 

ﾈﾎﾞｮｼﾄﾞ 011 背骨 

ﾈﾎﾞﾝｾ 011 背骨 

ﾈﾑ 098 肺臓 

ﾈﾑｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾈﾑｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾈﾗーﾈ 089 あるまい 

ﾈﾙﾂ 047 血統 

ﾈﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾈﾝｸﾄーｹ 094 書きなさい 

ﾈﾝｸﾄｼ 081 しなさい 

ﾈﾝｬｼﾞﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾈﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾉｹｶ 055 風呂敷 

ﾉﾄﾞﾒﾖ 103 花嫁 

ﾉﾉｶ 077 化膿する 

ﾉﾉｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾉﾉｹｶ 055 風呂敷 

ﾉﾉｹﾞｭｼﾞﾝﾏ 057 彼岸花 

ﾉﾉﾃﾞ 085 出来ない 

ﾉﾉﾓｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾉﾉﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾉﾓｲﾗﾓｵ 012 麦粒腫 

ﾉﾓｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾉﾓﾄｿ 033 婿養子 

ﾉﾓﾗーﾈ 089 あるまい 

ﾉﾓﾘｺﾉ 051 食べ残し 

ﾉﾓﾚﾊ 077 化膿する 

ﾊﾞーｸ 084 来れば 

ﾊﾞーｺ 084 来れば 

ﾊﾞーｮﾘｸ 084 来れば 

ﾊﾞｲｺ 084 来れば 

ﾊﾞｴｺ 084 来れば 

ﾊﾞｷｼｶ 070 台所 

ﾊﾞｷｼﾔ 070 台所 

ﾊﾟｷｯﾌ 030 蕗の薹 

ﾊﾞｸﾁ 017 竹馬 

ﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

-ﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾊﾞｼﾞｲｽ 070 台所 

ﾊﾞｼｶﾞﾅ 070 台所 

ﾊﾞｼﾏーﾚｱ 070 台所 

ﾊﾞｼﾝﾊﾞｵ 070 台所 

ﾊﾞｽﾞﾐ 070 台所 

ﾊﾞﾀーｵ 038 声 

ﾊﾞｯｶｵ 070 台所 

ﾊﾟｯﾛｾﾞｵ 057 彼岸花 

ﾊﾞﾃｶｯｵ 070 台所 

ﾊﾞﾃｯｶ 070 台所 

ﾊﾞﾃｯｶｵ 070 台所 

ﾊﾞﾊﾞ 095 ばかり 

ﾊﾞﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾊﾞﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾊﾟﾊﾟｯﾒ 012 麦粒腫 

ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾊﾟﾊﾟﾝｹﾝｹ 019 片足飛 

ﾊﾞﾊﾞﾝﾀﾞﾝﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾊﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ﾊﾞﾊﾞﾝﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾊﾞﾊﾞﾝﾊﾞﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾊﾞﾝﾊﾞﾝﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾏｶ 070 台所 

ﾊﾞﾘーｮﾁ 070 台所 

ﾊﾞﾚーｹ 084 来れば 

ﾊﾞﾚｸ 084 来れば 

ﾊﾞﾚﾊﾞｬｼﾃﾞ 084 来れば 

ﾊﾞﾝｶﾞﾋ 057 彼岸花 

ﾊﾞﾝｷーﾎ 030 蕗の薹 

ﾊﾞﾝｸ 039 崩れる 

ﾊﾞﾝﾀｶ 018 肩車 

ﾊﾞﾝﾁ 043 びっこ 

-ﾊﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ﾊﾞﾝﾁｵ 043 びっこ 

ﾊﾞﾝﾁﾀﾞ 018 肩車 

ﾊﾞﾝﾁﾀｶ 019 片足飛 

ﾊﾞﾝﾁﾀｶ 043 びっこ 

ﾊﾞﾝﾃｵ 018 肩車 

ﾊﾞﾝﾊﾞーﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｷｼーｵ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾊﾞﾝﾊﾞｸﾌ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾀｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾊﾞﾝﾊﾞﾝﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾊﾞﾝﾒｱ 022 つらら 

ﾋﾞーﾍ 006 縞蛇 

ﾋﾞーﾍﾏｼ 006 縞蛇 

ﾋﾞｷ 041 虱の卵 

ﾋﾞｷーﾄ 029 玉蜀黍 

ﾋﾞｷーﾄｻ 029 玉蜀黍 

ﾋﾞｷﾆ 074 にきび 

ﾋﾞｷﾆｾﾙﾔ 074 にきび 

ﾋﾞｷﾆﾛｲ 074 にきび 

ﾋﾞｸｯｱ 042 踵 

ﾋﾞｸﾆ 074 にきび 

ﾋﾞｻｱﾝｹﾝｹ 019 片足飛 

ﾋﾞｽｸ 016 黒子 

ﾋﾞｿｱｺｯﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ﾋﾞｿｱｼｱﾀｶ 019 片足飛 

ﾋﾞｿｱﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ﾋﾞｿｱﾙｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾋﾞｿｱﾝｻﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ﾋﾞﾁ 061 末の子 

ﾋﾞﾁ 067 小さい 

ﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ﾋﾞﾄｸｿｯｲ 019 片足飛 

ﾋﾞﾄｼｱﾀｶ 019 片足飛 

ﾋﾞﾄｼﾀｶ 019 片足飛 
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ﾋﾞﾄﾀｶ 019 片足飛 

ﾋﾞﾄｯｸｬﾋﾞ 039 崩れる 

ﾋﾞﾄﾊﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾋﾞﾄﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ﾋﾞﾄﾝｮﾁﾝｮﾁ 019 片足飛 

ﾋﾊﾞ 079 百日咳 

ﾋﾞﾋﾞｾ 096 狭い 

ﾋﾞﾋﾞﾁ 067 小さい 

ﾋﾞﾋﾞｮｼﾞ 003 御玉杓子 

ﾋﾞﾋﾞﾝｺ 067 小さい 

ﾋﾞﾋﾞﾝﾁ 067 小さい 

ﾋﾞﾋﾞﾝﾁ 096 狭い 

ﾋﾟﾋﾟﾝﾁ 067 小さい 

ﾋﾞﾍ 006 縞蛇 

ﾋﾞﾍｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾋﾞﾍﾀｶﾞﾋ 006 縞蛇 

ﾋﾞﾍﾏｼ 006 縞蛇 

ﾋﾞ-ﾍﾏｼ 006 縞蛇 

ﾋﾞﾍﾘｸﾞﾓｼﾞ 006 縞蛇 

ﾋﾔ 008 お灸 

ﾋﾞｮﾁ 067 小さい 

ﾋﾞﾖﾔｵ 045 里帰り 

ﾋﾙﾀ 022 つらら 

ﾋﾞﾝﾄﾞ 003 御玉杓子 

ﾋﾞﾝﾋﾞﾀｶ 018 肩車 

ﾌｲｹ 076 鶏の糞 

ﾌﾞｹ 025 湯気 

ﾌﾞｺ 075 もつれる 

ﾌﾞｺｯﾆ 056 げんこつ 

ﾌﾞｺｯﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ﾌﾞｺﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ﾌﾞｿｱｸﾖｶﾅ 040 仲良し 

ﾌﾞﾂﾊﾞｿ 016 黒子 

ﾌﾞﾄ 020 する(片足) 

ﾌﾞﾄ 039 崩れる 

ﾌﾞﾄｶﾞｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾌﾞﾄｶﾞｹｶﾞ 039 崩れる 

ﾌﾞﾄｯﾂ 039 崩れる 

ﾌﾌーｮｼーｶ 037 ひょうそ 

ﾌﾌーｮｼﾊ 037 ひょうそ 

ﾌﾌﾊﾞ 079 百日咳 

ﾌﾞﾌﾞﾝﾄﾞ 062 赤とんぼ 

ﾌﾞﾔ 044 竹やぶ 

ﾌﾞﾔｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾌﾞﾔｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾌﾞﾔｻｻ 044 竹やぶ 

ﾌﾟﾝｻ 054 蚕の糞 

ﾌﾞﾝﾄ 062 赤とんぼ 

ﾌﾞﾝﾄﾞ 062 赤とんぼ 

ﾌﾟﾝﾄ 062 赤とんぼ 

ﾌﾞﾝﾄｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾌﾞﾝﾄﾞｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾌﾟﾝﾄｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾌﾞﾝﾄﾞﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾌﾞﾝﾄﾞﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾍﾞｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 

ﾍﾞｪｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾍﾞーﾔ 0931 行こう(意志) 

ﾍﾞーﾔ 0932 行こう(勧誘) 

ﾍﾞｸﾌ 016 黒子 

ﾍﾞｺﾊ 057 彼岸花 

ﾍﾞｽｸ 016 黒子 

ﾍﾞｽｸﾛｸ 016 黒子 

ﾍﾞｽﾌ 016 黒子 

ﾍﾟｯｻ 022 つらら 

ﾍﾍ 098 肺臓 

ﾍﾞﾍﾞ 095 ばかり 

ﾍﾞﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 

ﾍﾞﾍﾞーﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾍﾞﾍﾞｸｲ 0931 行こう(意志) 

ﾍﾞﾍﾞｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾍﾞﾍﾞｸﾞｲ 0931 行こう(意志) 

ﾍﾞﾍﾞｸﾞｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾍﾞﾍﾞｹｶ 092 書ける 

ﾍﾞﾍﾞｼ 081 しなさい 

ﾍﾞﾍﾞｾ 096 狭い 

ﾍﾞﾍﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾍﾞﾍﾞﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾍﾞﾍﾏｼ 006 縞蛇 

ﾍﾞﾍﾞﾙﾔ 081 しなさい 

ﾍﾞﾍﾞﾝ 004 蛙 

ﾍﾞﾍﾞﾝｶﾅ 089 あるまい 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾀ 082 寝ただろう 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾀﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾀﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾄｯｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾛｴｶ 004 蛙 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾛーｹ 004 蛙 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾛーｬｷ 004 蛙 

ﾍﾞﾍﾞﾝﾛｬｷﾞ 004 蛙 

ﾍﾞﾔｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾎﾞｲ 077 化膿する 

ﾎﾞｲｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞｲﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞｲﾉﾂﾏ 052 松の実 

ﾎﾞｲﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞーｶﾞ 073 あばた 

ﾎﾞｵﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞーｬｷﾀ 044 竹やぶ 

ﾎﾞｸｴ 073 あばた 

ﾎﾞｺ 060 次男 

ﾎﾟｯｼ 061 末の子 

ﾎﾟｯｼﾉｺﾈ 060 次男 

ﾎﾟｯｼﾉｺﾈ 061 末の子 

ﾎﾟｯｼﾉﾀﾌﾞ 061 末の子 

ﾎﾟｯﾁｬﾁ 049 タンポポ 
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ﾎﾟｯﾎﾟｯﾀ 049 タンポポ 

ﾎﾟｯﾎﾟﾝﾀ 049 タンポポ 

ﾎﾞﾂﾏ 052 松の実 

ﾎﾟｯｬﾁｹ 049 タンポポ 

ﾎﾟｯｬﾁｬﾁ 049 タンポポ 

ﾎﾞﾎﾞ 059 長男 

ﾎﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾎﾞﾎﾞｲ 077 化膿する 

ﾎﾞﾎﾞｲｱ 040 仲良し 

ﾎﾞﾎﾞｲｶﾞﾋﾞﾕ 037 ひょうそ 

ﾎﾞﾎﾞｲﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞﾎﾞーﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞﾎﾞｷﾞｺﾘｽ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞｹ 078 お化粧する 

ﾎﾞﾎﾞｹｵｲﾛｼｵ 078 お化粧する 

ﾎﾞﾎﾞｹﾞｺﾘｽ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞｺ 060 次男 

ﾎﾞﾎﾞｼﾞﾝｵ 060 次男 

ﾎﾞﾎﾞﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞﾎﾞﾉﾁﾊﾞﾘｽ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾉﾘーｺ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾔｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾎﾞﾎﾞﾔｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾎﾞﾎﾞﾘーｺ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾘｸﾞﾒ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾘｽ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾘｽｿﾐ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾘｽﾞﾕ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾘﾀｱ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾙーｹﾞ 004 蛙 

ﾎﾞﾎﾞﾝｷﾞ 030 蕗の薹 

ﾎﾞﾎﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞﾎﾞﾝｷﾕ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝｺ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾝｺﾘｽ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾝｼｸﾂ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝｼﾙﾂ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝｼﾙﾂﾉﾘーｺ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝｿーﾎ 073 あばた 

ﾎﾟﾎﾟﾝﾀ 049 タンポポ 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾀﾞｲｾ 028 馬鈴薯 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾄ 071 入口 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾅーｮﾁ 059 長男 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾅｼﾞ 060 次男 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾅﾆ 060 次男 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾒ 027 すり棒 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾒｱ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾒｱ 061 末の子 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾒｱﾉﾘーｺ 022 つらら 

ﾎﾟﾎﾟﾝｬﾁ 049 タンポポ 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾘーｺ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾘーｮﾁ 022 つらら 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾙーｶﾞ 005 蟇蛙 

ﾎﾞﾎﾞﾝﾛーｹ 004 蛙 

ﾎﾞﾔ 044 竹やぶ 

ﾎﾞﾔｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾎﾞﾔｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾎﾞﾘｸﾞﾒ 027 すり棒 

ﾎﾞﾘﾀｱ 027 すり棒 

ﾎﾞﾝｶﾞｬﾁ 049 タンポポ 

ﾎﾞﾝｷｳ 046 目高 

ﾎﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾎﾞﾝｺ 073 あばた 

ﾎﾞﾝｼﾙﾂ 022 つらら 

ﾎﾟﾝﾀ 049 タンポポ 

ﾎﾞﾝﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾎﾞﾝﾀｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾎﾞﾝﾀﾞﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾂｶﾀ 017 竹馬 

ﾎﾞﾝﾄ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄ 071 入口 

ﾎﾞﾝﾄﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄ 071 入口 

ﾎﾟﾝﾄﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄｲｽｲｽ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞｲｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄーｮｼﾞーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄーﾖﾄﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄーﾖﾄﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄーｮﾘーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞーｮﾘーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄーｮﾘーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄーｮﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄーｮﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄーｮﾘｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄーﾘーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄーﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾞｶｱ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄｶﾀ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄｷｱ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄｷｱ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄｷﾏｺｲｻﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄｹﾔーﾕ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾆｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾏﾙｸ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾔーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾞﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾘﾄｶ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾘﾄｶ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾘｬｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾘｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾘｮｼｵ 062 赤とんぼ 
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ﾎﾟﾝﾄﾘｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾙｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾛーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾛーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾛーｮｼﾞｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾞﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾛｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾛｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾛｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾛｮｼｱ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾛｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾛｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾛｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾞﾛｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾝｶﾞﾋ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾝｻﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾝｻﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾝｻﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾝﾄﾘｬｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾞﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾝﾎﾞｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾄﾞﾝﾎﾞｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾝﾎﾞｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾟﾝﾄﾞﾝﾎﾞｵ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾅｼﾞ 060 次男 

ﾎﾞﾝﾊﾞ 028 馬鈴薯 

ﾎﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ﾎﾞﾝﾒ 012 麦粒腫 

ﾎﾞﾝﾒｱ 022 つらら 

ﾎﾟﾝｬﾁ 049 タンポポ 

ﾎﾟﾝｬﾁｬﾁ 049 タンポポ 

ﾎﾞﾝﾘーｺ 022 つらら 

ﾎﾞﾝﾘーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾎﾞﾝﾚｸｶ 021 鬼ごっこ 

ﾎﾞﾝﾛﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾏーﾀｶ 018 肩車 

ﾏーﾂｶ 018 肩車 

ﾏーﾂｯｶ 018 肩車 

ﾏｧﾂｯｶｵﾅﾊ 103 花嫁 

ﾏーﾄｶ 018 肩車 

ﾏーﾄｯｶ 018 肩車 

ﾏｳーﾄｶ 018 肩車 

ﾏｳｶﾀ 017 竹馬 

ﾏｳｶﾀ 018 肩車 

ﾏｳｹﾀ 017 竹馬 

ﾏｳﾀｶ 018 肩車 

ﾏｳﾂｶ 018 肩車 

ﾏｳﾄｶ 018 肩車 

ﾏｳﾄｯｶ 018 肩車 

ﾏｳﾋﾞｸ 018 肩車 

ﾏｳﾝｹﾝｹ 019 片足飛 

ﾏｳﾝﾃﾞﾝﾃﾞ 018 肩車 

ﾏｵﾀｶ 018 肩車 

ﾏｶﾞ 005 蟇蛙 

ﾏｶﾀ 018 肩車 

ﾏｶﾅ 040 仲良し 

ﾏｶﾅｵ 040 仲良し 

ﾏｶﾞﾙｴｶﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾏｸﾞﾀｶ 018 肩車 

ﾏｻーｿﾞｼﾞｵ 013 瞳 

ﾏｻーﾄﾞｼﾞｵ 013 瞳 

ﾏｻｳｿﾞｼﾞｵ 013 瞳 

ﾏｻｶｬｼｵ 013 瞳 

ﾏｻｹﾄﾎ 013 瞳 

ﾏｻｹﾄﾎﾉﾒ 013 瞳 

ﾏｻｺｲｶｵ 053 蚕 

ﾏｻｺｵ 053 蚕 

ﾏｻｺﾎﾞ 053 蚕 

ﾏｻｺﾎﾞｵ 053 蚕 

ﾏｻｺﾑ 033 婿養子 

ﾏｻｯｶｵ 103 花嫁 

ﾏｻｯｶｵﾅﾊ 103 花嫁 

ﾏｻﾊﾞﾝﾁｵ 043 びっこ 

ﾏｻﾒﾖ 103 花嫁 

ﾏｻﾗｼーｵ 053 蚕 

ﾏｻﾗｼｵ 053 蚕 

ﾏｻﾘﾓﾏｵ 013 瞳 

ﾏｻﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾏｻﾛｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾏｼ 006 縞蛇 

ﾏｼｶﾞﾅ 070 台所 

ﾏﾀｵ 003 御玉杓子 

ﾏﾀｵ 063 コオロギ 

ﾏﾀｶ 018 肩車 

ﾏﾀｶｵ 018 肩車 

ﾏﾀｷｯﾌ 030 蕗の薹 

ﾏﾀｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾏﾀﾞｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾏﾀﾞｸﾀﾞﾝﾒ 013 瞳 

ﾏﾀﾞｸﾄﾞﾝﾒ 013 瞳 

ﾏﾀﾞｸﾉﾝﾒ 013 瞳 

ﾏﾀｺ 003 御玉杓子 

ﾏﾀﾞｼﾎ 013 瞳 

ﾏﾀｯｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ﾏﾀﾞﾂｺﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ﾏﾀｯﾛｸ 013 瞳 

ﾏﾀﾞﾄﾋ 013 瞳 

ﾏﾀﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾏﾀﾉﾐﾗｼ 041 虱の卵 

ﾏﾀﾉﾒ 013 瞳 

ﾏﾀﾞﾒ 013 瞳 

ﾏﾀﾞﾘｸｯﾒ 013 瞳 

ﾏﾀﾞﾘｸﾞﾝﾌ 052 松の実 

ﾏﾀﾘｸﾞﾝﾎ 052 松の実 

ﾏﾀﾞﾛーｮｼｵ 057 彼岸花 

ﾏﾀﾛｸ 013 瞳 
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ﾏﾀﾞﾛｸ 013 瞳 

ﾏﾀﾞﾛｸﾉﾒ 013 瞳 

ﾏﾀﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾏﾀﾞﾝｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾏﾂｶ 018 肩車 

ﾏﾂﾀ 006 縞蛇 

ﾏﾃｯｶ 070 台所 

ﾏﾄ 069 土間 

ﾏﾄﾞ 069 土間 

ﾏﾄﾞ 070 台所 

ﾏﾄｶ 018 肩車 

ﾏﾉ 046 目高 

ﾏﾉﾀｲ 070 台所 

ﾏﾉﾃｯｶ 070 台所 

ﾏﾉｬﾁ 070 台所 

ﾏﾏﾀｶ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾞｶﾀ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾀｶ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾞﾀｶ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾞﾄﾃ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾝﾃ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾞﾝﾃ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾝﾃﾝﾃ 018 肩車 

ﾏﾙｸﾞﾝﾃﾝﾃ 018 肩車 

ﾏﾝｳﾀｶ 018 肩車 

ﾏﾝｴ 063 コオロギ 

ﾏﾝﾀｶ 018 肩車 

ﾏﾝﾂｶ 018 肩車 

ﾏﾝﾃ 018 肩車 

ﾏﾝﾃｵ 018 肩車 

ﾏﾝﾄｶ 018 肩車 

ﾏﾝﾏﾉｶｱ 057 彼岸花 

ﾐｶ 102 桑の実 

ﾐｶﾞｶｵ 007 とかげ 

ﾐｶﾉｸﾌ 005 蟇蛙 

ﾐｶﾞﾗｼｵ 053 蚕 

ﾐｸﾞ 102 桑の実 

ﾐｸﾞーﾎﾞ 040 仲良し 

ﾐｸﾞﾛｼｶﾞﾅ 102 桑の実 

ﾐｸﾞﾜｸ 102 桑の実 

ﾐｸﾞﾝｶﾞ 102 桑の実 

ﾐｼ 016 黒子 

ﾐｽﾞ 102 桑の実 

ﾐｽﾞｶ 102 桑の実 

ﾐｽﾞﾜｸ 102 桑の実 

ﾐﾂﾐ 045 里帰り 

ﾐﾄｼ 013 瞳 

ﾐﾄﾋ 013 瞳 

ﾐﾉｶ 102 桑の実 

ﾐﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾐﾉﾂﾏ 052 松の実 

ﾐﾉﾜｸ 102 桑の実 

ﾐﾓﾖ 008 お灸 

ﾐﾔーｿーﾎ 073 あばた 

ﾐｬｼﾞｬｼﾞ 003 御玉杓子 

ﾐﾘｬｼﾋ 037 ひょうそ 

ﾐﾙｸ 042 踵 

ﾐﾛｸ 013 瞳 

ﾑｳ 037 ひょうそ 

ﾑｳ 077 化膿する 

ﾑｵ 077 化膿する 

ﾑｸ 039 崩れる 

ﾑｸ 075 もつれる 

ﾑｸｶﾞｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾑｸｽ 039 崩れる 

ﾑｸｽﾞ 039 崩れる 

ﾑｸﾂ 039 崩れる 

ﾑｸｯｽﾞ 039 崩れる 

ﾑｸｯﾂ 039 崩れる 

ﾑｸｯﾋ 039 崩れる 

ﾑｸﾏﾏ 039 崩れる 

ﾑｸﾔﾊﾞ 075 もつれる 

ﾑｹ 025 湯気 

ﾑｺｼｶﾒ 078 お化粧する 

ﾑｽﾞｸ 039 崩れる 

ﾑﾗｶ 075 もつれる 

ﾒーｮｷﾞﾄｵ 038 声 

ﾒｶｵ 003 御玉杓子 

ﾒｶｯﾐ 045 里帰り 

ﾒｶﾉﾅ 045 里帰り 

ﾒｷｼﾞｺ 012 麦粒腫 

ﾒｺﾂﾀﾌ 045 里帰り 

ﾒｼﾞｽ 047 血統 

ﾒﾀﾞ 085 出来ない 

ﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾒﾀﾌ 045 里帰り 

ﾒﾂﾀﾌ 045 里帰り 

ﾒﾂﾂｲ 045 里帰り 

ﾒﾂｯﾐ 045 里帰り 

ﾒﾂﾄﾋ 045 里帰り 

ﾒﾂﾅﾅ 045 里帰り 

ﾒｯﾐ 045 里帰り 

ﾒﾂﾐ 045 里帰り 

ﾒﾂﾖ 045 里帰り 

ﾒﾄｱﾁﾊﾞﾝｺﾞ 061 末の子 

ﾒﾄｵ 071 入口 

ﾒﾄｼ 013 瞳 

ﾒﾄﾞﾄﾞ 102 桑の実 

ﾒﾄﾋ 013 瞳 

ﾒﾅｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾒﾉ 012 麦粒腫 

ﾒﾉｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾒﾏｶｯﾗ 080 落花生 

ﾒﾏｷﾞｻｻ 050 空豆 

ﾒﾏｷﾕ 050 空豆 

ﾒﾏｸﾊﾞ 050 空豆 

ﾒﾏｸﾌ 050 空豆 

ﾒﾏｸﾌﾀｵ 050 空豆 

ﾒﾏｼﾞ 080 落花生 

ﾒﾏｼﾞｲ 080 落花生 

ﾒﾏｼﾞﾌ 050 空豆 

ﾒﾏｼﾞﾝｹﾞ 080 落花生 
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ﾒﾏﾀｶ 050 空豆 

ﾒﾏﾀﾞﾀ 050 空豆 

ﾒﾏﾀﾅ 050 空豆 

ﾒﾏﾁﾂ 080 落花生 

ﾒﾏﾂｶﾞｺﾞ 050 空豆 

ﾒﾏﾂﾅ 050 空豆 

ﾒﾏﾂﾅ 080 落花生 

ﾒﾏﾂﾊ 050 空豆 

ﾒﾏﾃﾞﾊ 050 空豆 

ﾒﾏﾅﾊ 050 空豆 

ﾒﾏﾔｻ 050 空豆 

ﾒﾏﾗｶ 080 落花生 

ﾒﾏﾗｿ 050 空豆 

ﾒﾏﾗﾅｵ 050 空豆 

ﾒﾏﾗﾜｷﾕ 050 空豆 

ﾒﾏﾘーｭｷﾕ 050 空豆 

ﾒﾏﾘｸｺﾞｼﾞ 080 落花生 

ﾒﾏﾘｸﾓｼﾞ 080 落花生 

ﾒﾏﾘｸﾞﾓｼﾞ 080 落花生 

ﾒﾏﾘﾋﾟｯﾋ 050 空豆 

ﾒﾏﾘﾋﾟｯﾍ 050 空豆 

ﾒﾏﾘﾋﾟｯﾍ 080 落花生 

ﾒﾏﾘﾌﾟｯーﾍ 050 空豆 

ﾒﾏﾘﾌﾟｯﾍ 050 空豆 

ﾒﾏﾘﾍ 050 空豆 

ﾒﾏﾘﾔｷﾕ 050 空豆 

ﾒﾏﾘﾜｷｲ 050 空豆 

ﾒﾏﾘﾜｷﾕ 050 空豆 

ﾒﾏﾚﾔｷﾕ 050 空豆 

ﾒﾏﾚﾜｷｲ 050 空豆 

ﾒﾏﾚﾜｷﾕ 050 空豆 

ﾒﾏﾚﾜｼｲ 050 空豆 

ﾒﾏﾛｸ 050 空豆 

ﾒﾏﾝｶﾞﾋｵ 050 空豆 

ﾒﾏﾝｷﾝﾅ 080 落花生 

ﾒﾏﾝｼﾞｲ 080 落花生 

ﾒﾒ 064 みみず 

ﾒﾒーﾒ 001 蝸牛 

ﾒﾒｼｬﾘｱ 089 あるまい 

ﾒﾒｾ 096 狭い 

ﾒﾒﾁｯﾔ 081 しなさい 

ﾒﾒﾄ 071 入口 

ﾒﾒﾉ 012 麦粒腫 

ﾒﾒﾘｱ 089 あるまい 

ﾒﾒﾙｱ 089 あるまい 

ﾒﾒﾝｱ 089 あるまい 

ﾒﾒﾝｲ 096 狭い 

ﾒﾒﾝｺ 067 小さい 

ﾒﾒﾝｻｶ 001 蝸牛 

ﾒﾒﾝｻｶ 012 麦粒腫 

ﾒﾒﾝｿｶ 001 蝸牛 

ﾒﾒﾝｿｹ 001 蝸牛 

ﾒﾒﾝﾀｶ 018 肩車 

ﾒﾒﾝﾉ 012 麦粒腫 

ﾒﾖ 103 花嫁 

ﾒﾖﾅﾊ 103 花嫁 

ﾒﾘーﾀﾌ 060 次男 

ﾒﾘﾀﾌ 060 次男 

ﾒﾘﾊ 046 目高 

ﾒﾛｸ 013 瞳 

ﾒﾛｸ 016 黒子 

ﾒﾝｻｶ 001 蝸牛 

ﾒﾝｿｹ 001 蝸牛 

ﾒﾝﾉ 012 麦粒腫 

ﾒﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ﾒﾝﾔ 012 麦粒腫 

ﾓｲ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｲｾﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾓｲーｾﾄﾞﾝｻ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｲﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾓｲーﾄﾞｶｯﾎ 028 馬鈴薯 

ﾓｲーｭｼﾝｼ 028 馬鈴薯 

ﾓｲーﾕﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾓｲーﾛﾀﾝｹﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｵ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｶｱ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｶﾀﾞﾊ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｸﾄﾝｻ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｸｬｼﾝﾀﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｺﾉｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｻﾞｲｾ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｾｶﾆ 028 馬鈴薯 

ﾓｲｾﾜ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾀｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾀﾞﾀ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾂﾅ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾃﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾄﾞﾝｻ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾗｶ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾗｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾗｶﾞﾝｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾗﾀーｾ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾗﾀｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾘﾀｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾘﾄﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾘﾄﾞﾄﾆ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾘﾄﾞﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾘｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾙﾂ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾛｼ 028 馬鈴薯 

ﾓｲﾛﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾓーｹﾞｪｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓーｾﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾓーﾄ 029 玉蜀黍 

ﾓｷ 097 心臓 

ﾓｷﾞﾛｸ 097 心臓 

ﾓｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾓﾄﾞｺｲｲﾝｶﾅ 040 仲良し 

ﾓﾄﾞｺﾉﾙｴｶ 003 御玉杓子 
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ﾓﾆｼ 028 馬鈴薯 

ﾓﾓﾏ 077 化膿する 

ﾓﾓﾔ 077 化膿する 

ﾓｮｼーﾚﾊﾞ 028 馬鈴薯 

ﾓﾘｶｻ 074 にきび 

ﾔｱ 075 もつれる 

ﾔーｺ 084 来れば 

ﾔーﾈ 089 あるまい 

ﾔｶｻ 015 涎掛(大) 

ﾔｶｻｵ 015 涎掛(大) 

ｬｷﾅﾗﾌ 087 降らないか 

ﾔｹｶ 094 書きなさい 

ｬｼｼﾞーｶ 046 目高 

ｬｼｯｶﾅ 060 次男 

ｬｼｯﾗｼ 081 しなさい 

ｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｬｼｬｼｸ 075 もつれる 

ｬｼﾞﾝｴ 048 親類 

ｬｼﾝｻ 054 蚕の糞 

ｬｼﾞﾝﾃﾞ 085 出来ない 

ｬｼﾝﾓ 073 あばた 

ﾔｽﾞﾐ 070 台所 

ｬｾｯｶﾅ 060 次男 

ｬﾁｲｶ 094 書きなさい 

ｬﾁーｹ 094 書きなさい 

ｬﾁｯｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｬﾁﾚｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾔﾃｯｸﾞｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ﾔﾊ 046 目高 

ﾔﾊﾟｯｶﾆ 046 目高 

ﾔﾊﾟｯｶﾞﾆ 046 目高 

ﾔﾊﾞﾝﾎ 046 目高 

ﾔﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 

ﾔﾍﾞｷｼｶ 070 台所 

ﾔﾍﾞｿﾐ 070 台所 

ﾔﾏｶ 069 土間 

ﾔﾏｶ 070 台所 

ﾔﾏｶｵ 070 台所 

ﾔﾔｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾔﾔｶﾝｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｬｬｷｻｵ 015 涎掛(大) 

ｬｬｷｯﾃﾞ 065 大きい 

ｬｬｷﾃﾞ 065 大きい 

ﾔﾔｹｶ 094 書きなさい 

ﾔﾔｻﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾔﾔｻﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｬｬｼｲｲﾏｶﾅ 040 仲良し 

ｬｬｼーﾁ 067 小さい 

ﾔﾔｼｲﾁ 067 小さい 

ｬｬｼﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ｬｬｼﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｬｬｼｹｯｶ 094 書きなさい 

ｬｬｼｼ 081 しなさい 

ｬｬｼﾁ 067 小さい 

ｬｬｼｯｶｶ 094 書きなさい 

ｬｬｼｯｶﾅ 060 次男 

ｬｬｼｯｻ 081 しなさい 

ｬｬｼｯｼ 081 しなさい 

ｬｬｼｯｾｻ 081 しなさい 

ｬｬｼｯﾍﾞｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｬｬｼｯﾗｼ 081 しなさい 

ｬｬｼｯﾗﾔ 081 しなさい 

ｬｬｼｯﾛｼ 081 しなさい 

ｬｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｬｬｼﾝﾓ 073 あばた 

ｬｬｼﾞﾝﾓ 073 あばた 

ｬｬｾｯｶﾅ 060 次男 

ﾔﾔﾀｯｸﾞｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｬｬﾁｲｶ 094 書きなさい 

ｬｬﾁｼ 020 する(片足) 

ｬｬﾁｼ 081 しなさい 

ｬｬﾁｯｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｬｬﾁｯｷｶ 094 書きなさい 

ｬｬﾁｯｸﾞｽｸ 099 擽ったい 

ｬｬﾁｯｼ 081 しなさい 

ｬｬﾁｯﾁ 067 小さい 

ｬｬﾁｯﾁ 096 狭い 

ｬｬﾁｯﾚｸﾃｼ 081 しなさい 

ｬｬﾁﾐﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｬｬﾁﾚｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｬｬﾁﾚｸﾃｼ 081 しなさい 

ｬｬﾃｯｸﾞｽﾞｸﾞ 099 擽ったい 

ｬｬﾆ 089 あるまい 

ｬｬﾆｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｬｬﾆｼﾏｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｬｬﾆﾃﾞ 085 出来ない 

ｬｬﾆｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ｬｬﾆﾗｶﾜ 088 わからない 

ｬｬﾆﾗﾌ 087 降らないか 

ｬｬﾆﾙｱ 089 あるまい 

ｬｬﾆﾝｶﾜ 088 わからない 

ｬｬﾈｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｬｬﾋ 098 肺臓 

ｬｬﾋﾞ 095 ばかり 

ｬｬﾋﾞｾ 096 狭い 

ｬｬﾋﾞﾝﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ｬｬﾍﾞ 095 ばかり 

ｬｬﾍﾞｸｲ 0931 行こう(意志) 

ｬｬﾍﾞｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｬｬﾍﾞｾ 096 狭い 

ｬｬﾐーｬﾐ 001 蝸牛 

ｬｬﾐｷﾃﾞ 085 出来ない 

ｬｬﾐｾ 096 狭い 

ｬｬﾐﾙｱ 089 あるまい 

ｬｬﾐﾝｱ 089 あるまい 

ｬｬﾐﾝｻｶ 001 蝸牛 

ｬｬﾒﾝｱ 089 あるまい 

ｬｬﾘｸ 084 来れば 

ｬｬﾘﾓﾉﾓ 012 麦粒腫 

ﾔｮﾁｷ 090 来るな 

ｬﾘｸ 084 来れば 

ﾔﾚﾔ 081 しなさい 
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ﾔﾛｼ 081 しなさい 

ﾔﾛﾐﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾔﾝｹﾞ 044 竹やぶ 

ﾔﾝｼﾔーｵ 048 親類 

ｭｼﾞーﾎﾞﾝｶﾞ 049 タンポポ 

ｭｼﾞﾝﾏﾀｶ 018 肩車 

ｭｼﾞﾝﾏﾄｶ 018 肩車 

ｭｭｷ 008 お灸 

ｭｭｷｵ 008 お灸 

ｭｭｷﾝﾒﾔﾊ 046 目高 

ｭｭｷﾝﾒﾘﾊ 046 目高 

ｭｭｼﾞﾝﾏーﾄｶ 018 肩車 

ｭｭｼﾞﾝﾏーﾄｯｶ 018 肩車 

ｭｭｼﾞﾝﾏﾀｶ 018 肩車 

ｭｭﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ﾕﾕﾀﾞーｾ 028 馬鈴薯 

ｭｭﾁｷｾ 011 背骨 

ﾖｲｲﾝーﾎﾀｲｶ 094 書きなさい 

ﾖｲｻﾅﾘﾔ 081 しなさい 

ﾖｲﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖｲﾏﾙｱ 089 あるまい 

ﾖーｺｲ 0931 行こう(意志) 

ﾖーｺｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾖーｻﾞｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾖーﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾖーﾃﾞｸﾃーｹ 094 書きなさい 

ﾖーﾅーﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖーﾅーｬｼﾞﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖーﾅｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾖーﾈ 089 あるまい 

ﾖーﾈｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖーﾈｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ﾖーﾈｬｼﾞﾝﾙｸ 090 来るな 

ﾖーﾉﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖーﾍﾞﾙﾔ 081 しなさい 

ﾖーﾒﾙｱ 089 あるまい 

ﾖーｬｼｯｶｶ 094 書きなさい 

ﾖーｬｼｯｹｶ 094 書きなさい 

ﾖーｬｼｯﾗｼ 081 しなさい 

ﾖーｬﾁｼ 081 しなさい 

ﾖーｬﾆ 089 あるまい 

ﾖーｬﾆｬｼﾞﾙｸ 090 来るな 

ﾖーｬﾐｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖーｬﾐﾙｱ 089 あるまい 

ﾖーｬﾐﾝｱ 089 あるまい 

ﾖーｮｼ 081 しなさい 

ﾖーｮｼﾃﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾖーｮﾘｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾖーﾛﾀﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾖーﾛﾀﾈ 082 寝ただろう 

ｮｷｹﾎ 030 蕗の薹 

ｮｷﾝﾒ 046 目高 

ｮｷﾝﾒﾔﾊ 046 目高 

ｮｷﾝﾒﾘﾊ 046 目高 

ﾖｹｶ 094 書きなさい 

ｮｼｲーﾊﾞ 028 馬鈴薯 

ｮｼｲーﾚﾊﾞ 028 馬鈴薯 

ｮｼーｪﾁﾝﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｮｼｲｹ 076 鶏の糞 

ｮｼーｹ 076 鶏の糞 

ｮｼーｹｵ 076 鶏の糞 

ｮｼーｹｯﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｮｼーｹﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｮｼーｹﾝﾘﾄ 076 鶏の糞 

ｮｼーﾈｵ 072 寝小便 

ｮｼｲﾚﾊﾞ 028 馬鈴薯 

ｮｼーﾚﾊﾞ 028 馬鈴薯 

ｮｼｹｶ 094 書きなさい 

ｮｼｯｲ 040 仲良し 

ｮｼﾈ 072 寝小便 

ｮｼﾈｵ 072 寝小便 

ｮｼﾍﾟｮｼﾍﾟ 057 彼岸花 

ｮｼﾔｷｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｮｼﾞﾝﾏｶﾀ 018 肩車 

ｮｼﾞﾝﾏﾀｶ 018 肩車 

ｮｼﾞﾝﾏﾄｯｶ 018 肩車 

ｮｼﾞﾝﾐﾐ 001 蝸牛 

ｮｼﾞﾝﾒ 064 みみず 

ｮｼﾞﾝﾒーｺ 046 目高 

ｮｼﾞﾝﾒﾒ 001 蝸牛 

ｮｼﾞﾝﾒﾒ 064 みみず 

ｮｼﾞﾝﾒﾒﾘﾅﾝｶｵ 064 みみず 

ﾖｽｲｺﾞﾃﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾖｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾖｽﾃﾞｲﾅ 089 あるまい 

ﾖｽﾃﾞｲﾅｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖｽﾃﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾖｽﾃﾞﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖｾｯｮﾁｷ 090 来るな 

ﾖﾀﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾖﾀﾞｸｲ 0931 行こう(意志) 

ﾖﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｮﾁｷ 090 来るな 

ｮﾁｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｮﾁｼ 081 しなさい 

ｮﾁｯ 004 蛙 

ｮﾁｯｲｽ 063 コオロギ 

ｮﾁｯｷﾞ 019 片足飛 

ｮﾁｯｷﾞ 031 左利き 

ｮﾁｯｷﾞ 043 びっこ 

ｮﾁｯｷﾞﾀｶ 018 肩車 

ｮﾁｯｷﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｮﾁｯｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｮﾁｯｸﾋﾞ 007 とかげ 

ｮﾁｯｸﾌﾞ 003 御玉杓子 

ｮﾁｯｸﾒ 003 御玉杓子 

ｮﾁｯｹﾞｶﾄ 007 とかげ 

ｮﾁｯｽｷ 063 コオロギ 

ｮﾁｯﾃｼ 081 しなさい 

ｮﾁｯﾋﾞ 043 びっこ 

ｮﾁｯﾋﾞｶｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾋﾞｶﾞｶ 007 とかげ 
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ｮﾁｯﾋﾞﾄ 003 御玉杓子 

ｮﾁｯﾋﾞﾄ 019 片足飛 

ｮﾁｯﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ｮﾁｯﾋﾅｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾋﾞﾅｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾋﾞﾅｶﾞ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾎﾞｲ 073 あばた 

ｮﾁｯﾎﾞーｶﾞ 073 あばた 

ｮﾁｯﾐｶｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾐｶﾞｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾐｶﾞｶｵ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾐｹﾞｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾐﾅｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾐﾗｶ 007 とかげ 

ｮﾁｯﾒ 012 麦粒腫 

ｮﾁｯﾘｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｮﾁｯﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｮﾁｯﾙーｹﾞ 004 蛙 

ｮﾁｯﾙｴｶ 004 蛙 

ｮﾁﾝﾋﾞ 073 あばた 

ｮﾁﾝﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ﾖﾃｼｸﾔﾊ 081 しなさい 

ﾖﾅｼ 081 しなさい 

ﾖﾅﾙｸ 090 来るな 

ﾖﾅﾝｸ 090 来るな 

ﾖﾑﾉﾀ 081 しなさい 

ﾖﾖーｺｲ 0931 行こう(意志) 

ﾖﾖーｺｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾖﾖーﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾖﾖーﾍﾞｸｲ 0931 行こう(意志) 

ﾖﾖーﾍﾞｸｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｮｮｷｹﾎ 030 蕗の薹 

ｮｮｷﾞｼﾞ 068 土台石 

ｮｮｷﾝﾒ 046 目高 

ｮｮｷﾝﾒﾘﾊ 046 目高 

ﾖﾖｸｲ 0931 行こう(意志) 

ﾖﾖｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾖﾖｹｶ 094 書きなさい 

ｮｮｼ 081 しなさい 

ｮｮｼーｹ 076 鶏の糞 

ｮｮｼｶｯﾗ 080 落花生 

ｮｮｼｹ 078 お化粧する 

ｮｮｼｹｵ 078 お化粧する 

ｮｮｼﾞｽ 047 血統 

ｮｮｼﾞｽｼﾞｳ 047 血統 

ｮｮｼﾃﾞｲﾅ 089 あるまい 

ｮｮｼﾃﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ｮｮｼﾃﾞﾀｯﾑﾈ 082 寝ただろう 

ｮｮｼﾃﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ｮｮｼﾃﾞﾒﾀ 086 駄目だ 

ｮｮｼﾃﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｮｮｼﾞﾄﾞﾒｶｵ 003 御玉杓子 

ｮｮｼﾈ 072 寝小便 

ｮｮｼﾈｵ 072 寝小便 

ｮｮｼﾏｷｲ 0932 行こう(勧誘) 

ｮｮｼﾔｷｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾖﾖｼﾛｼ 081 しなさい 

ｮｮｼﾞﾝｵ 038 声 

ｮｮｼﾞﾝﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ｮｮｼﾞﾝﾒーﾒ 001 蝸牛 

ｮｮｼﾞﾝﾒﾒ 001 蝸牛 

ｮｮｼﾞﾝﾒﾒ 064 みみず 

ﾖﾖｽﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾖﾖﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ｮｮﾁーﾒーﾒ 001 蝸牛 

ｮｮﾁーｮﾁﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾖｮﾁｷ 090 来るな 

ｮｮﾁｸﾘｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｮｮﾁｯｷﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ｮｮﾁｯｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ｮｮﾁｯﾋﾞｶﾞｶ 007 とかげ 

ｮｮﾁｯﾋﾞﾅｶ 007 とかげ 

ｮｮﾁｯﾐｶﾞｶ 007 とかげ 

ｮｮﾁﾝﾋﾟﾝﾅ 004 蛙 

ｮｮﾁﾝﾒﾘﾊ 046 目高 

ﾖﾖﾅｼ 081 しなさい 

ｮｮﾋﾞﾝﾄｵ 019 片足飛 

ﾖﾖﾗーﾈ 089 あるまい 

ｮｮﾘーｿ 034 双生児 

ｮｮﾘーｿ 059 長男 

ｮｮﾘーｿーｵ 059 長男 

ｮｮﾘーｿﾉｺﾄｵ 059 長男 

ｮｮﾘｸ 084 来れば 

ｮｮﾘｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｮｮﾘｸﾃーｹ 094 書きなさい 

ｮｮﾘｸﾃーｬｷ 094 書きなさい 

ｮｮﾘｸﾃｼ 081 しなさい 

ｮｮﾘｸﾃｯﾔ 081 しなさい 

ｮｮﾘｸﾃﾞﾝﾅｺ 090 来るな 

ｮｮﾘｸﾄーｹ 094 書きなさい 

ｮｮﾘｺﾞﾒﾖ 103 花嫁 

ｮｮﾘﾝｵ 038 声 

ﾖﾖﾛｼ 081 しなさい 

ﾖﾖﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖﾗーﾈ 089 あるまい 

ﾖﾗーﾈｺｯﾘｱ 089 あるまい 

ﾖﾗｲﾈ 089 あるまい 

ﾖﾗｽﾞーﾄﾈ 082 寝ただろう 

ﾖﾗｽﾞーﾈ 089 あるまい 

ﾖﾗｽﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾖﾗﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾖﾗﾁｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾖﾗﾂーﾈ 082 寝ただろう 

ﾖﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾖﾗﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾖﾗﾙｹｶ 092 書ける 

ｮﾘーｿ 059 長男 

ｮﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ｮﾘｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ｮﾘｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾖﾙｹｶ 092 書ける 

ﾖﾙｹｶ 094 書きなさい 
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ﾖﾚｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾖﾚｸﾄｯﾔ 081 しなさい 

ﾖﾚﾔ 081 しなさい 

ﾖﾛｼ 081 しなさい 

ﾖﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖﾝｾﾏｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖﾝｾﾏﾘｱ 089 あるまい 

ﾖﾝｾﾔｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖﾝﾃﾞ 085 出来ない 

ﾖﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾗｱｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾗーｹﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾗーﾀｯｺﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾗーﾀﾞﾝﾒﾅ 002 なめくじ 

ﾗーﾄ 047 血統 

ﾗーﾈ 089 あるまい 

ﾗーﾒﾘｱ 089 あるまい 

ﾗーﾒﾙｱ 089 あるまい 

ﾗーｬｷﾀ 044 竹やぶ 

ﾗｱｬﾆ 089 あるまい 

ﾗーｬﾆ 089 あるまい 

ﾗーﾕ 021 鬼ごっこ 

ﾗーﾗﾂ 022 つらら 

ﾗｲｲｶﾞーﾎﾀｲｶ 094 書きなさい 

ﾗｲｲﾗﾀーｹ 094 書きなさい 

ﾗｲﾅ 089 あるまい 

ﾗｲﾏﾙｱ 089 あるまい 

ﾗｶﾞーｴ 047 血統 

ﾗｶﾞｴｲ 047 血統 

ﾗｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾗｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾗｶﾞﾝﾊﾞ 028 馬鈴薯 

ﾗｷﾞﾗｷﾞ 022 つらら 

ﾗｸﾞｶﾝﾃﾝﾃ 018 肩車 

ﾗｸﾞｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾗｸﾞﾁﾀｶ 019 片足飛 

ﾗｸﾞﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ﾗｸｯﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ﾗｸﾏﾀｶ 018 肩車 

ﾗｸﾏﾉﾋﾞﾍ 001 蝸牛 

ﾗｸﾞﾓﾅｶ 007 とかげ 

ﾗｸﾞﾝﾁﾀｶ 019 片足飛 

ﾗｸﾞﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ﾗｹｶ 092 書ける 

ﾗｻﾞﾂ 022 つらら 

ﾗｼーｵ 053 蚕 

ﾗｼｵ 053 蚕 

ﾗｼｵﾏﾔ 053 蚕 

ﾗｼｶ 059 長男 

ﾗｼﾞｸﾅ 002 なめくじ 

ﾗｼﾞｸﾐﾅ 002 なめくじ 

ﾗｼﾞｸﾒ 002 なめくじ 

ﾗｼﾞｸﾒﾅ 001 蝸牛 

ﾗｼﾞｸﾒﾅ 002 なめくじ 

ﾗｼﾞｸﾒﾇ 002 なめくじ 

ﾗｼﾞｸﾒﾒ 002 なめくじ 

ﾗｼﾞｸﾒﾒ 064 みみず 

ﾗｼﾞｽﾒﾅ 006 縞蛇 

ﾗｼﾊﾞｸｺｲﾀﾞ 059 長男 

ﾗｼﾊﾞｸｺーﾃﾞ 059 長男 

ﾗｼﾊﾟﾔｹﾞ 060 次男 

ﾗｼﾊﾞﾘーｺ 022 つらら 

ﾗｼﾊﾞﾘｵｺ 022 つらら 

ﾗｼﾊﾞﾚﾀﾞｵ 060 次男 

ﾗｽﾞーﾄｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗｽﾞーﾄｯﾑﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞーﾄﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞーﾈ 089 あるまい 

ﾗｽﾞーｬﾆ 089 あるまい 

ﾗｽﾞｺ 022 つらら 

ﾗｽﾞﾀーﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞﾀｯーﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗｽﾞﾀｯﾑﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞﾂ 022 つらら 

ﾗｽﾞﾂｪﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞﾂﾉﾘーｺ 022 つらら 

ﾗｽﾞﾄｯｴﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｽﾞﾄｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗｽﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾗｽﾞﾝﾂ 022 つらら 

ﾗﾀーｵ 064 みみず 

ﾗﾀﾞーｸﾞ 028 馬鈴薯 

ﾗﾀｲｶ 094 書きなさい 

ﾗﾀｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾗﾀｷ 084 来れば 

ﾗﾀｯーｵ 064 みみず 

ﾗﾀｯｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾗﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾀﾒﾅ 002 なめくじ 

ﾗﾀﾞﾝｷﾞ 022 つらら 

ﾗﾀﾞﾝﾒﾅ 002 なめくじ 

ﾗ-ﾀﾞﾝﾒﾅ 002 なめくじ 

ﾗﾁﾞｸﾒﾅ 002 なめくじ 

ﾗﾂｲﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｯーｴﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂーｪﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂーｴﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂーﾈ 082 寝ただろう 

ﾗ゛ｯーﾈ 089 あるまい 

ﾗﾂｪﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｴﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂﾂ 022 つらら 

ﾗﾂﾞﾂ 022 つらら 

ﾗ゛ｯｯ 022 つらら 

ﾗ゛ｯﾂ 022 つらら 

ﾗﾂｯｲーﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｯｲﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｯーｪﾈ 082 寝ただろう 
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ﾗﾂｯーﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｯーﾈﾝｳ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｯﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗﾂｯﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｯｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗﾂｯﾏﾁﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｯﾂﾑﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｯﾑﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｯｬﾁﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂｯﾘーﾈ 082 寝ただろう 

ﾗｯﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾂﾉﾏｳ 063 コオロギ 

ﾗﾃﾞﾝﾂ 022 つらら 

ﾗﾄｯｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾗﾄｯｺﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾗﾆﾜｶ 046 目高 

ﾗﾌﾞーﾎﾞ 003 御玉杓子 

ﾗﾍﾞｶ 064 みみず 

ﾗﾍﾞﾍﾞ 003 御玉杓子 

ﾗﾑｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾗﾒーﾅ 002 なめくじ 

ﾗﾒｶ 064 みみず 

ﾗﾒﾅ 002 なめくじ 

ﾗﾒﾅｼﾞｸ 002 なめくじ 

ﾗﾒﾅｼﾞｽ 002 なめくじ 

ﾗﾒﾅｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾗﾒﾅｼﾞﾌﾟ 006 縞蛇 

ﾗﾒﾅﾁﾀ 006 縞蛇 

ﾗﾒﾅﾂﾀ 006 縞蛇 

ﾗﾒﾅﾃﾀ 006 縞蛇 

ﾗﾒﾅﾏｼ 006 縞蛇 

ﾗﾒﾉﾂﾀ 006 縞蛇 

ﾗﾒﾝｶ 002 なめくじ 

ﾗﾒﾝｶ 064 みみず 

ﾗﾔｵｺｯｺﾞﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾗﾔｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾗﾗーﾈ 089 あるまい 

ﾗﾗｲﾅ 089 あるまい 

ﾗﾗｸﾃｯｲ 0931 行こう(意志) 

ﾗﾗｹｶ 092 書ける 

ﾗﾗｹｶ 094 書きなさい 

ﾗﾗｽﾞーﾈ 089 あるまい 

ﾗﾗｽﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗﾗｽﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾗﾀｲｶ 094 書きなさい 

ﾗﾗﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗﾗﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾗｯ 022 つらら 

ﾗﾗﾂ 022 つらら 

ﾗﾗﾂｲﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾗﾂｷﾉ 022 つらら 

ﾗﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾗﾗﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾗﾃﾞｼｺｯﾗｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾗﾗﾚｹｶ 092 書ける 

ﾗﾗﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾗﾙｹｶ 092 書ける 

ﾗﾙｹｶ 094 書きなさい 

ﾗﾙﾂ 022 つらら 

ﾗﾙﾄﾈ 082 寝ただろう 

ﾗﾜｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾗﾜｼﾞｶﾞ 063 コオロギ 

ﾘーｹﾞｶｻｵ 045 里帰り 

ﾘーｹｯﾈﾊ 060 次男 

ﾘーｹﾞﾂﾊ 045 里帰り 

ﾘーｹﾞﾄｻ 045 里帰り 

ﾘーｹﾞﾄｻｵ 045 里帰り 

ﾘーｹﾞﾒﾂﾐ 045 里帰り 

ﾘーｺ 022 つらら 

ﾘーｺﾞーﾎﾞ 022 つらら 

ﾘーｺﾞｷﾉ 022 つらら 

ﾘーｺﾞﾁﾀ 022 つらら 

ﾘーｺﾞﾈﾔ 022 つらら 

ﾘーｺﾉﾚﾀﾞﾏｱ 022 つらら 

ﾘーｺﾏｱ 022 つらら 

ﾘーｺﾞﾏｱ 022 つらら 

ﾘーｺﾞﾘｶﾞｻ 022 つらら 

ﾘーｺﾞﾚﾀ 022 つらら 

ﾘーｺﾞﾚﾀﾞﾏｱ 022 つらら 

ﾘｲｼ 079 百日咳 

ﾘーｼ 079 百日咳 

ﾘｲｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾘーﾏﾝﾏﾂ 037 ひょうそ 

ﾘーｬｷﾞﾄｻ 045 里帰り 

ﾘーｮｼﾝﾎﾞ 062 赤とんぼ 

ﾘｴｶﾞﾂﾊ 045 里帰り 

ﾘｪｶﾞﾄｻ 045 里帰り 

ﾘｴｶﾞﾄｻ 045 里帰り 

ﾘｴｶﾞﾄｻｵ 045 里帰り 

ﾘｴｶﾞﾒﾂﾐ 045 里帰り 

ﾘｶﾞﾀｼ 074 にきび 

ﾘｶｯﾊﾞ 095 ばかり 

ﾘｶｯﾋﾟ 073 あばた 

ﾘｶﾊﾞ 095 ばかり 

ﾘｶﾞﾒ 046 目高 

ﾘｶﾕ 047 血統 

ﾘｶﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾘｶﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ﾘｷｼﾞﾋ 043 びっこ 

ﾘｷﾞﾁﾀｶ 019 片足飛 

ﾘｷｯﾁｳ 048 親類 

ﾘｷｯﾒ 046 目高 

ﾘｷｯｮﾁ 043 びっこ 

ﾘｷﾞﾆ 056 げんこつ 

ﾘｷﾞﾆｵ 056 げんこつ 

ﾘｷﾏｶ 007 とかげ 

ﾘｷﾞﾘｼﾞ 019 片足飛 

ﾘｷﾞﾛｺ 063 コオロギ 

ﾘｷﾞﾝｷ 043 びっこ 

ﾘｷﾞﾝｼﾞ 019 片足飛 
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ﾘｷﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾘｷﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ﾘ゜ｷﾝﾁ 019 片足飛 

ﾘｷﾞﾝﾁﾀｶ 019 片足飛 

ﾘｷﾞﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ﾘｷﾝﾏｵ 052 松の実 

ﾘｷﾞﾝｮﾁ 019 片足飛 

ﾘｷﾞﾝｮﾁ 043 びっこ 

ﾘｸﾞｸ 071 入口 

ﾘｸﾞｼﾝｼｵ 019 片足飛 

ﾘｸﾁ 067 小さい 

ﾘｸﾂｵ 078 お化粧する 

ﾘｸｯﾁ 067 小さい 

ﾘｸｯﾂﾀﾌ 034 双生児 

ﾘｸｯﾎﾞﾂﾀ 052 松の実 

ﾘｸｯﾎﾞｯﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸｯﾎﾞﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾄｯｵ 052 松の実 

ﾘｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ﾘｸﾞﾌﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾎ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾑｼﾞ 006 縞蛇 

ﾘｸﾞﾒ 027 すり棒 

ﾘｸﾞﾓｼﾞ 006 縞蛇 

ﾘｸﾞﾓｼﾞ 080 落花生 

ﾘｸﾞﾝｼ 019 片足飛 

ﾘｸﾞﾝｽﾞ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝｽﾞﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾘｸﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ﾘｸﾞﾝﾁｯﾀｶ 019 片足飛 

ﾘｸﾞﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ﾘｸﾞﾝﾋ 019 片足飛 

ﾘｸﾞﾝﾌ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾌﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾌﾞﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾎ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾎﾞ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾎﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾎﾞﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾎﾉﾂﾏ 052 松の実 

ﾘｸﾞﾝﾒ 027 すり棒 

ﾘｹﾞｹﾞ 063 コオロギ 

ﾘｺﾞーﾎﾞ 022 つらら 

ﾘｺﾉ 051 食べ残し 

ﾘｺﾉｲｸ 051 食べ残し 

ﾘｺﾉﾍﾞﾀ 051 食べ残し 

ﾘｼ 054 蚕の糞 

ﾘｼｺ 054 蚕の糞 

ﾘｼﾞｺ 054 蚕の糞 

ﾘｼﾞｺｵ 054 蚕の糞 

ﾘｼﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾘｽｿﾐ 026 すり鉢 

ﾘｽﾏｺﾞ 026 すり鉢 

ﾘﾀｱ 026 すり鉢 

ﾘﾀーﾉ 064 みみず 

ﾘﾀﾞｴ 014 涎 

ﾘﾀｯﾋﾞｲ 072 寝小便 

ﾘﾀﾋﾞｲ 072 寝小便 

ﾘﾀﾍﾞﾁﾌ 069 土間 

ﾘﾀﾞﾝｷﾞ 022 つらら 

ﾘﾄﾞ 097 心臓 

ﾘﾄﾞ 098 肺臓 

ﾘﾄﾞｺ 097 心臓 

ﾘﾄｺﾑ 033 婿養子 

ﾘﾄﾁｳ 059 長男 

ﾘﾄｯｺﾞ 004 蛙 

ﾘﾄｯｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾘﾄﾄｱ 059 長男 

ﾘﾄﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾘﾄﾞﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾘﾄﾞﾏﾂﾀ 006 縞蛇 

ﾘﾄﾞﾐﾂﾏ 052 松の実 

ﾘﾄﾞﾓﾂﾊ 045 里帰り 

ﾘﾄﾞﾔｵ 045 里帰り 

ﾘﾄﾖ 059 長男 

ﾘﾄﾘｶｱ 013 瞳 

ﾘﾅﾄﾞﾆ 028 馬鈴薯 

ﾘﾉｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ﾘﾉﾀｶ 018 肩車 

ﾘﾉﾎﾞﾝﾀｶ 018 肩車 

ﾘﾉﾏｳ 018 肩車 

ﾘﾊ 046 目高 

ﾘﾊﾞｲﾈ 072 寝小便 

ﾘﾊﾞｳﾈ 072 寝小便 

ﾘﾊｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾘﾊﾞｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾘﾊﾞﾂーﾈ 072 寝小便 

ﾘﾊﾟｯｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾘﾊﾞｯﾈ 072 寝小便 

ﾘﾊﾞﾂﾈ 072 寝小便 

ﾘﾊﾟｯﾏｼ 006 縞蛇 

ﾘﾊﾐ 046 目高 

ﾘﾊﾞﾝﾏﾂ 037 ひょうそ 

ﾘﾋﾞ 061 末の子 

ﾘﾋﾟｯｼｳ 057 彼岸花 

ﾘﾋﾟｯﾍ 050 空豆 

ﾘﾋﾟﾝﾁ 067 小さい 

ﾘﾌﾞーﾎﾞ 003 御玉杓子 

ﾘﾌﾞｶｻｶ 001 蝸牛 

ﾘﾌﾞｹ 025 湯気 

ﾘﾌﾞｺ 067 小さい 

ﾘﾌﾟｯｼ 061 末の子 

ﾘﾌﾞﾝｻｶ 001 蝸牛 

ﾘﾎﾞﾝﾎﾞﾉﾂﾏ 052 松の実 

ﾘﾏｱ 051 食べ残し 

ﾘﾏｱｲｸ 051 食べ残し 

ﾘﾏｼﾞﾄ 058 締める 

ﾘﾏﾄﾞﾂﾊ 045 里帰り 

ﾘﾑｹﾕ 025 湯気 

ﾘﾑﾂｻｶ 001 蝸牛 

ﾘﾑﾂﾀｶ 001 蝸牛 
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ﾘﾑﾝｼｵ 072 寝小便 

ﾘﾓｲ 003 御玉杓子 

ﾘﾓﾂﾀｶ 001 蝸牛 

ﾘｬｼｯﾐｳ 037 ひょうそ 

ﾘｬﾁｯｼﾐｳ 037 ひょうそ 

ﾘｬﾁｯﾋﾞﾐｳ 037 ひょうそ 

ﾘｬﾁｯﾐｳ 037 ひょうそ 

ﾘﾖﾐ 048 親類 

ﾘﾘーｺ 022 つらら 

ﾘﾘｸｯﾁ 067 小さい 

ﾘﾘｸｯﾁ 096 狭い 

ﾘﾘｸﾝﾁ 067 小さい 

ﾘﾘﾋﾞﾝﾁ 067 小さい 

ﾘﾜｷﾕ 050 空豆 

ﾙｲｶ 004 蛙 

ﾙｲｶﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙｲﾃｼﾄｯﾎﾟ 101 暖かい 

ﾙｲﾊｶﾞﾝｷｲﾊﾞ 037 ひょうそ 

ﾙーｪｹ 004 蛙 

ﾙーｶ 004 蛙 

ﾙーｶﾞ 004 蛙 

ﾙーｶﾞーﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙーｶﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙーｶﾞﾀﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾙーｶﾞﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙーｶﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾙーｶﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙーｹ 004 蛙 

ﾙーｹﾞ 004 蛙 

ﾙーｹーﾁｳ 045 里帰り 

ﾙーｹｶ 092 書ける 

ﾙーｹﾞｶｱ 005 蟇蛙 

ﾙーｹﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙーｹﾞｸﾌ 005 蟇蛙 

ﾙーｹﾞﾀｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙーｹﾄｻ 045 里帰り 

ﾙーｹﾉ 051 食べ残し 

ﾙーｹﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾙーｹﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙーｻﾝﾒﾝﾒ 001 蝸牛 

ﾙーｻﾞﾝﾒﾝﾒ 001 蝸牛 

ﾙーｾ 009 据える 

ﾙーｾｺ 024 煮る 

ﾙーﾀﾞﾝﾒﾝﾒ 001 蝸牛 

ﾙーﾈ 024 煮る 

ﾙーｬｷ 004 蛙 

ﾙーｬｷﾞ 004 蛙 

ﾙーｬｷﾞｸﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙーｬｷﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾙーｬｷﾞﾏｱ 004 蛙 

ﾙｴｳ 009 据える 

ﾙｴｶ 004 蛙 

ﾙｴｶﾞ 004 蛙 

ﾙｴｶﾞｶｱ 004 蛙 

ﾙｴｶﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞｷﾋーｵ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞｸﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞｸﾌ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾆｸｬｷｵ 045 里帰り 

ﾙｴｶﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾍﾁｳ 045 里帰り 

ﾙｴｶﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞﾎﾞｴ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞﾏｶﾞ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞﾏｻﾉﾄ 005 蟇蛙 

ﾙｴｶﾞﾏｼ 004 蛙 

ﾙｴｶﾞﾏﾀｵ 003 御玉杓子 

ﾙｴｶﾞﾐｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾙｴｸ 077 化膿する 

ﾙｴｽ 009 据える 

ﾙｴｽﾞｸ 009 据える 

ﾙｴﾗｼｺ 024 煮る 

ﾙｶﾞｱﾚｸﾌ 077 化膿する 

ﾙｶﾞｻ 039 崩れる 

ﾙｶｼﾞﾄ 075 もつれる 

ﾙｶﾗｶｯﾋ 075 もつれる 

ﾙｶﾞﾗｶｯﾋ 075 もつれる 

ﾙｶﾗｶﾞﾝｺ 075 もつれる 

ﾙｶﾞﾗｶﾞﾝｺ 075 もつれる 

ﾙｶﾗｸﾞﾝｺ 075 もつれる 

ﾙｶﾗﾁ 075 もつれる 

ﾙｶﾗﾁｯﾋ 075 もつれる 

ﾙｶﾞﾝｺ 075 もつれる 

ﾙｸ 039 崩れる 

ﾙｸﾞｲ 077 化膿する 

ﾙｸｶﾞｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙｸｶﾞｼｵｹﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙｸｼﾞｶ 100 くすぐる 

ﾙｸｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙｸﾞｽｸ 039 崩れる 

ﾙｸﾞｽｸ 100 くすぐる 

ﾙｸﾞｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ﾙｸﾀｯﾇ 078 お化粧する 

ﾙｸﾀﾇ 078 お化粧する 

ﾙｸﾀﾘﾇ 078 お化粧する 

ﾙｸﾁｯﾓﾓ 100 くすぐる 

ﾙｸﾂ 024 煮る 

ﾙｸﾂ 078 お化粧する 

ﾙｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾙｸﾃｼｵ 039 崩れる 

ﾙｸﾃﾞﾅ 078 お化粧する 

ﾙｸﾄﾞｴ 078 お化粧する 

ﾙｸｬｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙｸﾔﾊﾞ 075 もつれる 

ﾙｸﾝﾁ 043 びっこ 

ﾙｸﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾙｹ 020 する(片足) 

ﾙｹｶ 020 する(片足) 
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ﾙｹｶ 039 崩れる 

ﾙｹｶ 092 書ける 

ﾙｹｶ 094 書きなさい 

ﾙｹｶｯﾂ 023 炊く 

ﾙｹｶｯﾂ 024 煮る 

ﾙｹｶｯﾋ 039 崩れる 

ﾙｹｼﾞｸ 039 崩れる 

ﾙｹｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙｹﾀｯﾋ 058 締める 

ﾙｹﾂ 009 据える 

ﾙｹﾂｵｲﾚｼｵ 078 お化粧する 

ﾙｹﾂｵｲﾛｼｵ 078 お化粧する 

ﾙｹﾂﾆ 024 煮る 

ﾙｹﾂﾈｶﾆﾍﾞ 078 お化粧する 

ﾙｺｵｶﾞｼｵｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙｺﾞｺ 075 もつれる 

ﾙｻﾞｶ 078 お化粧する 

ﾙｻﾏﾗｶ 075 もつれる 

ﾙｼ 020 する(片足) 

ﾙｼーﾉｶ 077 化膿する 

ﾙｼﾞｶ 100 くすぐる 

ﾙｼﾞｸ 100 くすぐる 

ﾙｼﾞﾄ 058 締める 

ﾙｼﾆﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙｼﾞﾊﾞﾄﾞ 075 もつれる 

ﾙｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙｼﾞﾓ 100 くすぐる 

ﾙｼﾛｺﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽ 009 据える 

ﾙｽ 020 する(片足) 

ﾙｽﾞ 039 崩れる 

ﾙｽｳﾉｶ 077 化膿する 

ﾙｽーﾉｶ 077 化膿する 

ﾙｽｳｮｼｹ 078 お化粧する 

ﾙｽーｮｼｹ 078 お化粧する 

ﾙｽーｮｼｹｵ 078 お化粧する 

ﾙｽーﾖﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｵｲﾛｸﾂｵ 078 お化粧する 

ﾙｽｵーｮｼｹｵ 078 お化粧する 

ﾙｽｵｶﾞﾝﾁｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｵｸﾀｼｲｲ 078 お化粧する 

ﾙｽｵｺｯｺﾞﾘｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｵｼｶﾒｵ 078 お化粧する 

ﾙｽｵｮﾁｯﾋﾞﾄ 020 する(片足) 

ﾙｽｵﾘｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｵﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｵﾘｸﾂｵ 078 お化粧する 

ﾙｽｵﾙﾚｬｼｵ 078 お化粧する 

ﾙｽｵﾚｬｼｵ 078 お化粧する 

ﾙｽｶﾞｼｵｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙｽｶｯｶﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｶｯﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙｽｶﾎﾞｶﾎﾞ 101 暖かい 

ﾙｽｸﾀｯﾓﾓ 100 くすぐる 

ﾙｽｸﾁｯﾓﾓ 100 くすぐる 

ﾙｽｸｬｼーﾎﾞ 077 化膿する 

ﾙｽｸｬｼﾞーﾎﾞ 077 化膿する 

ﾙｽｸｬﾁーﾎﾞ 077 化膿する 

ﾙｽｺｯｶﾘｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｺｯｺﾞﾊﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽｼｵｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙｽｼｶﾒｵ 078 お化粧する 

ﾙｽﾞﾁ 047 血統 

ﾙｽﾄﾝーｶﾄﾞ 101 暖かい 

ﾙｽﾆｹﾜ 051 食べ残し 

ﾙｽﾆｹﾜｲｸ 051 食べ残し 

ﾙｽﾆｹﾜﾍﾞﾀ 051 食べ残し 

ﾙｽﾆﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙｽﾆﾔｱ 075 もつれる 

ﾙｽｬｼﾞーﾎﾞ 077 化膿する 

ﾙｽｬﾁーﾎﾞ 077 化膿する 

ﾙｽﾔﾝｶｬｼ 078 お化粧する 

ﾙｽｮｼｹｵ 078 お化粧する 

ﾙｽｮｼﾈｵ 072 寝小便 

ﾙｽｮﾁｺｮﾁ 100 くすぐる 

ﾙｽﾘｶﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙｽﾘｸﾂｵ 078 お化粧する 

ﾙｽﾙﾆﾍﾞ 078 お化粧する 

ﾙｽﾚｬｼｵ 078 お化粧する 

ﾙｽﾝｽﾞｸ 075 もつれる 

ﾙｽﾝｾﾝﾃﾞ 077 化膿する 

ﾙｽﾝﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙｽﾞﾝﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ﾙｾｻｸﾀｯﾓﾓ 100 くすぐる 

ﾙｾｻｸﾎﾟｯｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ﾙｾﾖｷﾋ 058 締める 

ﾙﾀｶｼﾝｶｷ 079 百日咳 

ﾙﾀﾞﾝｷﾞ 022 つらら 

ﾙﾁｵ 039 崩れる 

ﾙﾁｵﾐｸ 039 崩れる 

ﾙﾁｵﾘﾍﾞｽ 039 崩れる 

ﾙﾁｵﾚｻﾞ 039 崩れる 

ﾙﾁｵﾚｽﾞｸ 039 崩れる 

ﾙﾁｺｯｵ 039 崩れる 

ﾙﾁｯﾋ 058 締める 

ﾙﾂ 047 血統 

ﾙﾂｯﾊﾞﾒ 012 麦粒腫 

ﾙﾃﾞ 039 崩れる 

ﾙﾃｲｶﾘｷﾞﾝﾁ 020 する(片足) 

ﾙﾃﾞｶﾞｲｽｸｱ 039 崩れる 

ﾙﾃｶｯﾗﾁ 075 もつれる 

ﾙﾃﾞｶﾞﾊﾞﾝｸ 039 崩れる 

ﾙﾃﾞｼｵ 039 崩れる 

ﾙﾃﾀ 058 締める 

ﾙﾃﾀｼ 058 締める 

ﾙﾃﾀｯｵ 058 締める 

ﾙﾃﾀｯｼ 058 締める 

ﾙﾃﾀｯﾋ 058 締める 

ﾙﾃﾒﾓ 075 もつれる 

ﾙﾃｬﾁｯﾋ 058 締める 

ﾙﾄﾞｴ 078 お化粧する 
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ﾙﾄﾞｹ 078 お化粧する 

ﾙﾅｸﾂｱ 101 暖かい 

ﾙﾅｸﾄｸﾇ 101 暖かい 

ﾙﾅﾆーｶｯﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆーｬﾁｯｸﾓﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆーﾚｷ 078 お化粧する 

ﾙﾅﾆｶｯﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｹﾎﾞﾝﾎﾞ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｺﾉｽ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｼｸｬｼｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｽ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｽﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｽﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｿｸﾁｯﾎﾞ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾀﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾁｯﾎﾞ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾃﾞｸﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾃﾞﾐ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾄﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾌﾞｺ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾔｱ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾞｸﾎﾞﾝﾎﾞ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼｸﾒﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼｸｬｼｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼｸﾞｬｼｸﾞ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾞｸﾞｬｼﾞｸﾞ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼｸｬｼﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾞｸｬｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾞｸﾞｬｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾞｸｬｼﾞﾝﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾞｸﾞｬｼﾞﾝﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼｺﾞｬｼｺﾞ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾓｬｼﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬｼﾞﾓｬｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬﾁｸﾐﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬﾁｸﾒﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬﾁｸｬﾁｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆｬﾁｸｬﾁﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾗｼﾞｸﾐﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾗｼﾞｸﾒﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾗｽﾞﾂ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾗﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾗｬｼｸﾐﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾗｬｼﾞﾝｸﾒﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾗｬｼﾞﾝﾔ 075 もつれる 

ﾙﾅﾆﾚｸﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾅﾝｶｯﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾝｽﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾝｽﾞｸﾄｲ 075 もつれる 

ﾙﾅﾝﾃﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾅﾝﾔｱ 075 もつれる 

ﾙﾅﾝﾘﾋﾞ 075 もつれる 

ﾙﾆ 023 炊く 

ﾙﾆ 024 煮る 

ﾙﾈｲﾛｼｵ 078 お化粧する 

ﾙﾈﾊ 020 する(片足) 

ﾙﾉﾆﾈﾌ 072 寝小便 

ﾙﾊﾞｹ 078 お化粧する 

ﾙﾊﾞｹﾞ 078 お化粧する 

ﾙﾊﾞｹーｮｼｹｵ 078 お化粧する 

ﾙﾊﾞｼﾞﾄ 075 もつれる 

ﾙﾊﾞｼﾞﾄ 077 化膿する 

ﾙﾊﾞｽﾑ 075 もつれる 

ﾙﾋﾞﾀﾇ 078 お化粧する 

ﾙﾋﾟｯｼｳ 057 彼岸花 

ﾙﾋﾞﾅ 078 お化粧する 

ﾙﾋﾞﾝﾈﾁｳ 057 彼岸花 

ﾙﾌﾞｽｸ 100 くすぐる 

ﾙﾎﾞｲ 077 化膿する 

ﾙﾎﾞｽｸ 100 くすぐる 

ﾙﾏｶﾞﾀ 075 もつれる 

ﾙﾏｺ 086 駄目だ 

ﾙﾏﾔﾐ 064 みみず 

ﾙﾏﾗｶ 075 もつれる 

ﾙﾑｽｸ 100 くすぐる 

ﾙﾒーｶﾞﾄ 077 化膿する 

ﾙﾒｶﾞﾄ 037 ひょうそ 

ﾙﾒｶﾞﾄ 077 化膿する 

ﾙﾒｼ 058 締める 

ﾙﾒｼｯﾋ 058 締める 

ﾙﾒｽｸﾞ 100 くすぐる 

ﾙﾒﾀｶ 058 締める 

ﾙﾒﾁﾀｯﾋ 058 締める 

ﾙﾒﾁｯﾋ 058 締める 

ﾙﾒﾂﾆ 024 煮る 

ﾙﾒﾓ 075 もつれる 

ﾙﾓｽｸ 100 くすぐる 

ﾙﾓﾏ 077 化膿する 

ﾙﾓﾔ 077 化膿する 

ﾙﾔ 020 する(片足) 

ﾙﾔﾃｼﾏｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ﾙﾔﾃｯﾓｽﾞｸﾞ 100 くすぐる 

ﾙｮﾁﾌﾞ 039 崩れる 

ﾙﾙｹｶ 092 書ける 

ﾙﾚｱ 039 崩れる 

ﾙﾚーﾄﾞｸﾂ 039 崩れる 

ﾙﾚｶ 039 崩れる 

ﾙﾚｶﾞ 039 崩れる 

ﾙﾚｶｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾚｶﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙﾚｷｶﾞｷﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙﾚｷｶﾞﾖｸ 039 崩れる 

ﾙﾚｷﾞﾜｺ 077 化膿する 

ﾙﾚｸｼﾞｴ 075 もつれる 

ﾙﾚｸｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾚｸｼﾞﾓﾝﾓ 075 もつれる 

ﾙﾚｸｼﾞﾖ 075 もつれる 

ﾙﾚｸﾀ 039 崩れる 

ﾙﾚｸﾞﾎ 075 もつれる 

ﾙﾚｸｬｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾚｸｬｼﾞﾝﾓ 075 もつれる 
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ﾙﾚｹｶ 092 書ける 

ﾙﾚｻﾞ 039 崩れる 

ﾙﾚｻｶﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙﾚｼﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾚｽﾞｸ 039 崩れる 

ﾙﾚｽﾞｸ 075 もつれる 

ﾙﾚｽﾞｸﾞ 039 崩れる 

ﾙﾚｽﾞｸｯﾂ 039 崩れる 

ﾙﾚｽﾞｸｯﾌﾞ 039 崩れる 

ﾙﾚｽﾞﾓ 075 もつれる 

ﾙﾚﾀﾞ 039 崩れる 

ﾙﾚﾀﾞｼ 039 崩れる 

ﾙﾚﾀﾞﾅ 039 崩れる 

ﾙﾚﾂﾓ 075 もつれる 

ﾙﾚﾄﾞｸ 039 崩れる 

ﾙﾚﾄﾞｸﾂ 039 崩れる 

ﾙﾚﾊ 077 化膿する 

ﾙﾚﾊﾞｽﾑ 075 もつれる 

ﾙﾚｬｼ 078 お化粧する 

ﾙﾚｬｼﾞ 039 崩れる 

ﾙﾚｬｼﾃｼーｮｼｹ 078 お化粧する 

ﾚｲｼ 079 百日咳 

ﾚーｼ 079 百日咳 

ﾚーﾗｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾚｶﾞーｬｼ 081 しなさい 

ﾚｶﾞｾ 059 長男 

ﾚｶﾞｾ 060 次男 

ﾚｶﾞﾅ 047 血統 

ﾚｷﾞｶｱﾏﾂ 037 ひょうそ 

ﾚｸﾞ 040 仲良し 

ﾚｸーﾄｼ 081 しなさい 

ﾚｸｵﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾚｸｵﾃｼ 081 しなさい 

ﾚｸｵﾄｼ 081 しなさい 

ﾚｸﾞｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾚｸﾂﾀﾌ 034 双生児 

ﾚｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾚｸﾃーｹ 094 書きなさい 

ﾚｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾚｸﾃｯﾔ 081 しなさい 

ﾚｸﾃﾐﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾚｸﾄｲｶ 094 書きなさい 

ﾚｸﾄーｹ 094 書きなさい 

ﾚｸﾄーｬｷ 094 書きなさい 

ﾚｸﾄｼ 081 しなさい 

ﾚｹーｹ 076 鶏の糞 

ﾚｽﾞｸｹｶﾞ 039 崩れる 

ﾚｽﾞｸｯｹｶﾞ 039 崩れる 

ﾚｽﾞｸｬｼﾄﾞ 039 崩れる 

ﾚｽﾞﾁｲ 040 仲良し 

ﾚｽﾞﾂ 022 つらら 

ﾚｽﾞﾋﾞｿｱ 040 仲良し 

ﾚﾀﾞーﾒ 015 涎掛(大) 

ﾚﾀﾞｲ 014 涎 

ﾚﾀﾞｲﾏ 015 涎掛(大) 

ﾚﾀﾞｴ 014 涎 

ﾚﾀﾞｴﾏ 015 涎掛(大) 

ﾚﾀﾞｵ 014 涎 

ﾚﾀﾞｷﾇ 022 つらら 

ﾚﾀﾞｷﾉ 022 つらら 

ﾚﾀﾞｷﾕ 022 つらら 

ﾚﾀﾞｼｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾚﾀﾞｽ 022 つらら 

ﾚﾀﾞｿ 014 涎 

ﾚﾀﾂ 022 つらら 

ﾚﾀﾞﾂ 022 つらら 

ﾚﾀﾋﾞｲ 072 寝小便 

ﾚﾀﾞﾏｱ 022 つらら 

ﾚﾀﾞﾕ 014 涎 

ﾚﾀﾞﾖ 014 涎 

ﾚﾀﾝｷﾞ 022 つらら 

ﾚﾀﾞﾝｷ 022 つらら 

ﾚﾀﾞﾝｷﾞ 022 つらら 

ﾚﾀﾞﾝｷﾇ 022 つらら 

ﾚﾀﾞﾝｷﾉ 022 つらら 

ﾚﾀﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ﾚﾂ 040 仲良し 

ﾚﾂｲｲ 040 仲良し 

ﾚﾂーｲ 040 仲良し 

ﾚﾂｵ 040 仲良し 

ﾚﾂｵーｲ 040 仲良し 

ﾚﾂﾞﾏｶﾅ 040 仲良し 

ﾚﾂﾓ 075 もつれる 

ﾚﾊｷｱ 062 赤とんぼ 

ﾚﾊﾟｯｼ 061 末の子 

ﾚﾊﾟｯｼﾞｽ 006 縞蛇 

ﾚﾊﾞﾏﾂ 037 ひょうそ 

ﾚﾊﾞﾝﾏｸ 037 ひょうそ 

ﾚﾊﾞﾝﾏﾂ 037 ひょうそ 

ﾚﾊﾞﾝﾒﾂ 037 ひょうそ 

ﾚﾌﾞｶ 073 あばた 

ﾚﾎﾞｺｯﾊ 057 彼岸花 

ﾚﾎﾞｺﾊ 057 彼岸花 

ﾚﾎﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ﾚﾏｳ 047 血統 

ﾚﾔ 081 しなさい 

ﾚﾔーｻﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾚﾔーﾀﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾚﾔーﾒﾙｱ 089 あるまい 

ﾚﾔーﾖｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾚﾔーｮﾘｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾚﾔーｮﾘｸﾃｼ 081 しなさい 

ﾚﾔーｮﾘｸﾄーｹ 094 書きなさい 

ﾚﾔーｮﾘｸﾄｼ 081 しなさい 

ﾚﾔーﾗｹｶ 092 書ける 

ﾚﾔｷｶ 094 書きなさい 

ﾚﾔｷﾕ 050 空豆 

ﾚﾔｹｶ 094 書きなさい 

ﾚﾔｻﾞｺﾃｯｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾚｬｼｵ 078 お化粧する 

ﾚﾔﾀﾞｶｲ 0932 行こう(勧誘) 

ﾚﾔﾍﾞｴ 0932 行こう(勧誘) 
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ﾚﾔﾍﾞーｴ 0932 行こう(勧誘) 

ﾚﾔｮﾘｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾚﾔﾗーﾒﾙｱ 089 あるまい 

ﾚﾔﾗｲｲﾃｯﾄーｹ 094 書きなさい 

ﾚﾔﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾚﾔﾛｼ 081 しなさい 

ﾚﾔﾛﾐﾃーｹ 094 書きなさい 

ﾚﾚーﾎ 029 玉蜀黍 

ﾚﾚｸﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾚﾚｸﾄｲｶ 094 書きなさい 

ﾚﾚｸﾄｼ 081 しなさい 

ﾚﾚﾊﾟｯﾒｼ 061 末の子 

ﾚﾚﾑｶﾀ 044 竹やぶ 

ﾚﾚﾓﾉﾓ 012 麦粒腫 

ﾚﾚﾔ 081 しなさい 

ﾚﾜｷﾕ 050 空豆 

ﾚﾜﾍﾞﾅ 057 彼岸花 

ﾛｲｶ 004 蛙 

ﾛｲｶﾞ 004 蛙 

ﾛｲﾀﾞ 001 蝸牛 

ﾛｲﾀﾞ 002 なめくじ 

ﾛｲﾜｺ 038 声 

ﾛｴｶ 004 蛙 

ﾛｴｶﾞ 004 蛙 

ﾛｴｶﾞｷｼーｵ 005 蟇蛙 

ﾛｴｶﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾛｴｶﾞｸﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾛｴｶﾞﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾛｪｹﾞ 004 蛙 

ﾛーｪｹ 004 蛙 

ﾛーｪｹ 004 蛙 

ﾛーｪｹﾞﾏﾀｵ 003 御玉杓子 

ﾛーｶﾞ 004 蛙 

ﾛーｹ 004 蛙 

ﾛーｹﾞ 004 蛙 

ﾛーｹﾞーﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾛーｹﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾛーｹﾞｷﾋーｵ 005 蟇蛙 

ﾛーｹﾞｸﾌ 005 蟇蛙 

ﾛーｹﾃｼ 081 しなさい 

ﾛーｹﾞﾎﾞｲ 005 蟇蛙 

ﾛーｹﾞﾏｶﾞ 005 蟇蛙 

ﾛーｹﾞﾏﾀｵ 003 御玉杓子 

ﾛーﾃｯｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾛーﾄｯﾊﾞﾈﾊ 063 コオロギ 

ﾛーﾎﾞﾝﾃﾞ 052 松の実 

ﾛーﾎﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ﾛーｬｷ 004 蛙 

ﾛーｬｷﾞ 004 蛙 

ﾛーｬｷﾞｸﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾛーｬｷﾞｸﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾛーｬｷﾞﾝﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾛーｬｷﾞﾝﾊﾞﾝﾊﾞ 005 蟇蛙 

ﾛーｮｼｵ 057 彼岸花 

ﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾛｸーｱ 073 あばた 

ﾛｸーﾊ 016 黒子 

ﾛｸｯﾎ 016 黒子 

ﾛｸﾉﾝﾄ 076 鶏の糞 

ﾛｸﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾛｸﾞﾊﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ﾛｸﾌ 016 黒子 

ﾛｸﾌﾞｹｬｼ 057 彼岸花 

ﾛｸﾌﾞﾁ 097 心臓 

ﾛｸﾎ 016 黒子 

ﾛｸﾎ 073 あばた 

ﾛｸﾎﾞｷﾞｼ 016 黒子 

ﾛｸﾎﾞﾆｼ 016 黒子 

ﾛｸﾎﾞﾐｼ 016 黒子 

ﾛｸﾎﾞﾛｸ 016 黒子 

ﾛｸﾎﾞﾜｶ 016 黒子 

ﾛｺﾄﾞｲﾀﾞ 069 土間 

ﾛｺﾄﾞｲﾀﾞ 070 台所 

ﾛｺﾄﾞｲﾀﾞｵ 070 台所 

ﾛｺﾄﾞｲｬﾃﾞ 069 土間 

ﾛｺﾄﾞーﾃﾞ 069 土間 

ﾛｺﾄﾞーﾃﾞ 070 台所 

ﾛｺﾄﾞーｬﾃﾞ 069 土間 

ﾛｺﾝｶ 052 松の実 

ﾛｺﾞﾝｼ 019 片足飛 

ﾛｺﾞﾝﾁ 019 片足飛 

ﾛｺﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ﾛｼ 081 しなさい 

ﾛｼｵ 053 蚕 

ﾛﾀｶﾞｬｼﾞ 028 馬鈴薯 

ﾛﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾛﾁｯｳ 081 しなさい 

ﾛﾄﾉ 028 馬鈴薯 

ﾛﾄﾞﾏﾂﾀ 006 縞蛇 

ﾛﾄﾞﾓ 101 暖かい 

ﾛﾄﾞﾓﾂﾀ 006 縞蛇 

ﾛﾄﾞﾝｷﾞ 022 つらら 

ﾛﾄﾞﾝﾄﾞ 052 松の実 

ﾛﾍﾞｽｸ 016 黒子 

ﾛﾎﾞ 074 にきび 

ﾛﾎﾞﾗﾌﾞｱ 074 にきび 

ﾛﾎﾞﾝｶｵ 075 もつれる 

ﾛﾎﾞﾝﾃﾞ 001 蝸牛 

ﾛﾎﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ﾛﾎﾞﾝﾒｱ 022 つらら 

ﾛﾐﾃｲｶ 094 書きなさい 

ﾛﾐﾃーｹ 094 書きなさい 

ﾛﾒﾅﾏｼ 006 縞蛇 

ﾛﾔﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ﾛｮｼｵ 057 彼岸花 

ﾛｮｼﾞｵ 103 花嫁 

ﾛｮｼｵｸｺﾞｼﾞ 057 彼岸花 

ﾛｮﾁｯﾐｶﾞｶ 007 とかげ 

ﾛﾛーｺﾞﾝﾃﾞ 052 松の実 

ﾛﾛーｿｲ 033 婿養子 

ﾛﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾛﾛｸﾞﾊﾞﾝﾁ 043 びっこ 
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ﾛﾛｹｶ 025 湯気 

ﾛﾛｺﾞﾝｼﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ﾛﾛｼ 081 しなさい 

ﾛﾛｼﾞ 060 次男 

ﾛﾛｼﾞーｮﾁ 007 とかげ 

ﾛﾛﾀ 059 長男 

ﾛﾛﾀﾞーﾈ 089 あるまい 

ﾛﾛﾀｲﾂﾈ 082 寝ただろう 

ﾛﾛﾀﾞｲﾅ 089 あるまい 

ﾛﾛﾀﾞｴﾈ 089 あるまい 

ﾛﾛﾀﾞﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾛﾛﾀﾞﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾛﾛﾀｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾛﾛﾀﾈ 082 寝ただろう 

ﾛﾛﾂ 022 つらら 

ﾛﾛﾔ 020 する(片足) 

ﾛﾛﾔーﾎﾞﾝﾅｼﾞ 060 次男 

ﾛﾛﾔーﾒｼ 061 末の子 

ﾛﾛﾔｷｾｲ 033 婿養子 

ﾛﾛﾔｷｾｲ 060 次男 

ﾛﾛﾔﾄーﾄｵ 060 次男 

ﾛﾛﾔﾒｼｵ 061 末の子 

ﾛﾛﾔﾒﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ﾛﾛﾔﾝﾅﾆ 060 次男 

ﾛﾛﾔﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ﾛﾛｮｼーｺｺﾞｼﾞ 057 彼岸花 

ﾜーﾄﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾜーﾈ 089 あるまい 

ﾜーﾈｺｯﾘｱ 089 あるまい 

ﾜーﾈﾖﾘｱ 089 あるまい 

ﾜーﾈﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾜーﾍﾞｸｶ 094 書きなさい 

ﾜーﾍﾞｹｶ 092 書ける 

ﾜーﾍﾞﾝﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾜｲﾅ 089 あるまい 

ﾜｲﾅﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾜｴﾈ 089 あるまい 

ﾜｶ 072 寝小便 

ﾜｶーｵ 072 寝小便 

ﾜｶｽﾞﾕ 073 あばた 

ﾜｶﾉｽﾞﾕ 073 あばた 

ﾜﾀｶ 043 びっこ 

ﾜﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾜﾆ 069 土間 

ﾜﾆｶﾅ 069 土間 

ﾜﾆｷｳ 069 土間 

ﾜﾆﾁｳ 069 土間 

ﾜﾙｹｶ 092 書ける 

ﾜﾜﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾜﾜﾗﾂｯｴﾈ 082 寝ただろう 

ﾜﾜﾗﾂｯﾏｺ 083 困っただろう 

ﾝｱｼ 068 土台石 

ﾝｴｺ 038 声 

ﾝｴﾂｹ 047 血統 

ﾝｴﾕ 025 湯気 

ﾝｵ 038 声 

ﾝｶーﾃﾞｵ 012 麦粒腫 

ﾝｶｲ 086 駄目だ 

ﾝｶｲ 0931 行こう(意志) 

ﾝｶｲｬﾁｷ 090 来るな 

ﾝｶﾘﾔ 043 びっこ 

ﾝｶﾝｹﾞ 069 土間 

ﾝｶﾝｹﾞ 071 入口 

ﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾝｷｮﾁﾝｷｮﾁ 043 びっこ 

ﾝｸｯﾎﾟ 056 げんこつ 

ﾝｹﾞ 056 げんこつ 

ﾝｹｲｬｷﾅｼ 081 しなさい 

ﾝｹﾝｹ 019 片足飛 

ﾝｹﾞﾝーｹﾞ 049 タンポポ 

ﾝｺ 096 狭い 

ﾝｺﾝｺﾝｼ 019 片足飛 

ﾝｻーｿﾞｼﾞ 013 瞳 

ﾝｻーｿﾞｼﾞｵ 013 瞳 

ﾝｻーｿﾞｼﾞｵﾉｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ﾝｻーﾄﾞｼﾞｵ 013 瞳 

ﾝｻーﾆ 059 長男 

ﾝｻーﾆｲｻｯﾁ 060 次男 

ﾝｻーﾆｵ 059 長男 

ﾝｻｱﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾝｻーﾊﾞｹｶｯﾊ 057 彼岸花 

ﾝｻーﾊﾞﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾝｻーﾊﾞﾝﾀﾞｷﾋ 005 蟇蛙 

ﾝｻーｮﾘーｿ 059 長男 

ﾝｻｲﾆ 059 長男 

ﾝｻｶｵﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｸﾌ 005 蟇蛙 

ﾝｻｸﾌｵ 005 蟇蛙 

ﾝｻｹﾄﾎ 013 瞳 

ﾝｻｹﾄﾎﾉﾒ 013 瞳 

ﾝｻｺｲｶｵ 053 蚕 

ﾝｻｺーｹｵ 053 蚕 

ﾝｻｺﾎﾞｵ 053 蚕 

ﾝｻｺﾎﾞﾜｸ 053 蚕 

ﾝｻｺﾑ 033 婿養子 

ﾝｻｺﾑｵ 033 婿養子 

ﾝｻｯｶｱーﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｯｶｱﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｯｶーﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｯｶｵ 103 花嫁 

ﾝｻｯｶｵーﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｯｶｵﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｯｶｯーﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｯｶﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻﾄｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾝｻﾄﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾝｻﾆｱ 059 長男 

ﾝｻﾆｵ 021 鬼ごっこ 

ﾝｻﾊﾞﾝﾁ 043 びっこ 

ﾝｻﾊﾞﾝﾁｵ 043 びっこ 

ﾝｻﾒﾖ 103 花嫁 

ﾝｻﾒﾖｵ 103 花嫁 
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ﾝｻﾒﾖﾅﾊ 103 花嫁 

ﾝｻｬｼｲｵﾉﾋﾞーﾍ 007 とかげ 

ﾝｻｮﾘーｮｼ 062 赤とんぼ 

ﾝｻｮﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾝｻﾗｼーｵ 053 蚕 

ﾝｻﾗｼｵ 053 蚕 

ﾝｻﾗﾕ 021 鬼ごっこ 

ﾝｻﾘーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾝｻﾘｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾝｻﾛーｮｼｵ 062 赤とんぼ 

ﾝｻﾝｻ 054 蚕の糞 

ﾝｻﾝﾎﾞｵ 062 赤とんぼ 

ﾝｼーｶﾞ 073 あばた 

ﾝｼｯﾋ 073 あばた 

ﾝｼｬｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾝｼﾞﾝﾃﾉﾏﾀｶ 018 肩車 

ﾝｾﾏｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾝｾﾏｹｲ 086 駄目だ 

ﾝﾀｷﾌ 030 蕗の薹 

ﾝﾀﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾝﾀﾕ 055 風呂敷 

ﾝﾁーｮﾁ 057 彼岸花 

ﾝﾁﾝﾁ 019 片足飛 

ﾝﾁﾝﾁﾀｶ 018 肩車 

ﾝﾂｺ 056 げんこつ 

ﾝﾂｯｺ 056 げんこつ 

ﾝﾃﾞ 085 出来ない 

ﾝﾃｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ﾝﾃﾝﾃ 018 肩車 

ﾝﾃﾝﾃｵ 018 肩車 

ﾝﾃﾝﾃｵﾉｺﾞﾀｶ 018 肩車 

ﾝﾃﾝﾃﾏﾀｱ 018 肩車 

ﾝﾃﾝﾊ 016 黒子 

ﾝﾄｺﾞﾄｯｺﾞ 005 蟇蛙 

ﾝﾄﾞﾝﾄﾞｲﾒｲﾒ 001 蝸牛 

ﾝﾅーｮﾁ 059 長男 

ﾝﾅｳｮﾁ 059 長男 

ﾝﾅｼﾞ 060 次男 

ﾝﾅﾆ 060 次男 

ﾝﾆｸｿﾞーｿ 059 長男 

ﾝﾆﾝﾊﾞ 021 鬼ごっこ 

ﾝﾉ 012 麦粒腫 

ﾝﾊｼ 068 土台石 

ﾝﾊｼﾞｷﾏ 068 土台石 

ﾝﾊｼﾞﾋﾞﾄ 068 土台石 

ﾝﾊﾞﾆ 060 次男 

ﾝﾊﾉｸｺﾞｼﾞ 016 黒子 

ﾝﾊﾟﾝｻﾞ 051 食べ残し 

ﾝﾊﾞﾝﾊﾞ 004 蛙 

ﾝﾋﾞﾄﾞ 003 御玉杓子 

ﾝﾋﾞﾝﾋﾞﾀｶ 018 肩車 

ﾝﾌ 054 蚕の糞 

ﾝﾌ 076 鶏の糞 

ﾝﾌｲｹ 076 鶏の糞 

ﾝﾌーｹ 076 鶏の糞 

ﾝﾌｸｺ 054 蚕の糞 

ﾝﾌｺ 054 蚕の糞 

ﾝﾌﾉｺｲｶ 054 蚕の糞 

ﾝﾌﾉｺｲｶｵ 054 蚕の糞 

ﾝﾌﾉﾘﾄ 076 鶏の糞 

ﾝﾌﾉﾘﾄﾜﾆ 076 鶏の糞 

ﾝﾌﾉﾝｻｺﾎﾞｵ 054 蚕の糞 

ﾝﾌﾟﾝｻ 054 蚕の糞 

ﾝﾌﾟﾝｻ 076 鶏の糞 

ﾝﾍﾞーｮｼﾈ 072 寝小便 

ﾝﾍﾞｮｼﾈ 072 寝小便 

ﾝﾍﾞﾝｮｼﾈ 072 寝小便 

ﾝﾍﾞﾝｮｼﾞﾈ 072 寝小便 

ﾝﾎﾟﾎﾟﾝｬﾁ 049 タンポポ 

ﾝﾎﾞﾝﾅｼﾞ 060 次男 

ﾝﾎﾞﾝﾎﾞﾉｷﾉﾂﾏ 052 松の実 

ﾝﾏｳーﾄｶ 018 肩車 

ﾝﾏｾ 096 狭い 

ﾝﾒーｺﾞﾝﾃｵ 018 肩車 

ﾝﾒｺﾞﾝﾃｵ 018 肩車 

ﾝﾒﾉ 012 麦粒腫 

ﾝﾒﾔﾊ 046 目高 

ﾝﾒﾘﾊ 046 目高 

ﾝﾒﾛｸ 013 瞳 

ﾝﾒﾝｻｶ 001 蝸牛 

ﾝﾒﾝﾉ 012 麦粒腫 

ﾝﾒﾝﾒ 001 蝸牛 

ﾝﾒﾝﾒﾝｻｶ 001 蝸牛 

ﾝﾒﾝーﾒ 001 蝸牛 

ﾝﾓﾘｺﾉ 051 食べ残し 

ﾝﾔｲｱ 059 長男 

ﾝﾔｹﾀ 044 竹やぶ 

ﾝｬｼﾞーﾈｺｯﾘｱ 089 あるまい 

ﾝｬｼﾞーﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾝｬｼﾞﾒﾀﾞ 086 駄目だ 

ﾝｬｼﾞﾒﾀﾞｶﾅﾗﾔ 081 しなさい 

ﾝｬｼﾞﾙｹｶ 092 書ける 

ﾝｬｼﾞﾝｷﾃﾞ 085 出来ない 

ﾝｬｼﾞﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾝｬﾁｲﾆ 059 長男 

ﾝｬﾁﾌﾞｱ 015 涎掛(小) 

ﾝｬﾁﾎﾞｱ 015 涎掛(小) 

ﾝｬﾁﾗﾌﾞｱ 015 涎掛(小) 

ﾝｬﾁﾝｱ 059 長男 

ﾝｬﾁﾝｱﾉｴｳ 059 長男 

ﾝｬﾐﾝｬﾐ 001 蝸牛 

ﾝﾔﾝｱ 059 長男 

ﾝｮｷｷﾎ 030 蕗の薹 

ﾝｮﾁーｷ 063 コオロギ 

ﾝｮﾁーｷﾞ 063 コオロギ 

ﾝｮﾁｯｲｽ 063 コオロギ 

ﾝｮﾁｯｷﾞ 019 片足飛 

ﾝｮﾁｯｷﾞ 043 びっこ 

ﾝｮﾁｯｷﾞ 063 コオロギ 

ﾝｮﾁｯｷﾞﾘｷ 063 コオロギ 

ﾝｮﾁｯｷﾞﾘﾀﾞﾋ 031 左利き 

ﾝｮﾁｯﾘｷﾞﾘｷ 063 コオロギ 
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ﾝｮﾁﾝｮﾁｯｷﾞ 019 片足飛 

ﾝｮﾁﾝｮﾁｯｷﾞ 043 びっこ 

ﾝｮﾋﾟﾝｮﾋﾟｼｱﾀｶ 019 片足飛 

ﾝﾗーｺ 063 コオロギ 

ﾝﾗｶﾜ 088 わからない 

ﾝﾘーｺ 022 つらら 

ﾝﾘーｺﾚﾀﾞﾏｱ 022 つらら 

ﾝﾘｸﾁ 044 竹やぶ 

ﾝﾘｸﾋﾞ 003 御玉杓子 

ﾝﾘﾛﾁﾝﾁ 063 コオロギ 

ﾝﾚｸﾞﾎ 075 もつれる 

ﾝﾚﾔ 085 出来ない 

ﾝﾛﾌﾟｴ 015 涎掛(大) 

ﾝﾛﾎﾞﾝﾏｱ 022 つらら 

ﾝﾝﾅｼﾞ 060 次男 

ﾝーﾒﾝｻｶ 001 蝸牛 

 


