
絞込み番号 2文字目 目で読み 声に出して読み ？だけもう一度

1 あQ アジア？ あじ＋（空けて）＋あ？ あ？

2 いQ 寒い？ さむ＋（空けて）＋い？ い？

3 うQ 買う？ か＋（空けて）＋う？ う？

4 えQ 上？ う＋（空けて）＋え？ え？

5 おQ 青？ あ＋（空けて）＋お？ お？

6 かQ いいですか？ いいです＋（空けて）＋か？ か？

7 がQ 何が？ なに＋（空けて）＋が？ が？

8 きQ 本気？ ほん＋（空けて）＋き？ き？

9 ぎQ 演技？ えん＋（空けて）＋ぎ？ ぎ？

10 ぐQ ヤング？ やん＋（空けて）＋ぐ？ ぐ？

11 くQ 九九 く＋（空けて）＋く？ く？

12 ぐQ 天狗？ てん＋（空けて）＋ぐ？ ぐ？

13 けQ 髪の毛？ かみの＋（空けて）＋け？ け？

14 こQ そこ？ そ＋（空けて）＋こ？ こ？

15 ごQ 午後？ ご＋（空けて）＋ご？ ご？

16 さQ うわさ？ うわ＋（空けて）＋さ？ さ？

17 ざQ 銀座？ ぎん＋（空けて）＋ざ？ ざ？

18 しQ 話？ はな＋（空けて）＋し？ し？

19 じQ 何時？ なん＋（空けて）＋じ？ じ？

20 しゃQ 記者？ き＋（空けて）＋しゃ？ しゃ？
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21 しゅQ 美酒？ び＋（空けて）＋しゅ？ しゅ？

22 しょQ いいでしょ？ いいで＋（空けて）＋しょ？ しょ？

23 じゃQ なんじゃ？ なん＋（空けて）＋じゃ？ じゃ？

24 じゅQ 教授？ きょう＋（空けて）＋じゅ？ じゅ？

25 じょQ 婦女？ ふ＋（空けて）＋じょ？ じょ？

26 すQ 留守？ る＋（空けて）＋す？ す？

27 ずQ 伊豆？ い＋（空けて）＋ず？ ず？

28 せQ 伊勢？ い＋（空けて）＋せ？ せ？

29 ぜQ 風？ か＋（空けて）＋ぜ？ ぜ？

30 そQ うそ？ う＋（空けて）＋そ？ そ？

31 たQ 肩？ か＋（空けて）＋た？ た？

32 だQ 涙？ なみ＋（空けて）＋だ？ だ？

33 ちQ 価値？ か＋（空けて）＋ち？ ち？

34 つQ いつ？ い＋（空けて）＋つ？ つ？

35 てQ 岩手？ いわ＋（空けて）＋て？ て？

36 でQ ついで？ つい＋（空けて）＋で？ で？

37 とQ ホント？ ほん＋（空けて）＋と？ と？

38 どQ 何度？ なん＋（空けて）＋ど？ ど？

39 なQ どんな？ どん＋（空けて）＋な？ な？

40 にQ 何？ な＋（空けて）＋に？ に？

41 ぬQ 犬？ い＋（空けて）＋ぬ？ ぬ？
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42 ねQ 真似？ ま＋（空けて）＋ね？ ね？

43 のQ そうなの？ そうな＋（空けて）＋の？ の？

44 母？ は＋（空けて）＋は？ は？

45 ばQ 婆？ ば＋（空けて）＋ば？ ば？

46 パパ？ ぱ＋（空けて）＋ぱ？ ぱ？

47 ひQ 麻痺？ ま＋（空けて）＋ひ？ ひ？

48 びQ 旅？ た＋（空けて）＋び？ び？

49 ぴQ 神秘？ しん＋（空けて）＋ぴ？ ぴ？

50 ふQ 祖父？ そ＋（空けて）＋ふ？ ふ？

51 ぶQ 遊ぶ？ あそ＋（空けて）＋ぶ？ ぶ？

52 ぷQ タイプ？ たい＋（空けて）＋ぷ？ ぷ？

53 まQ 妻？ つ＋（空けて）＋ま？ ま？

54 みQ 意味？ い＋（空けて）＋み？ み？

55 むQ 任務？ にん＋（空けて）＋む？ む？

56 めQ だめ？ だ＋（空けて）＋め？ め？

57 もQ いつも？ いつ＋（空けて）＋も？ も？

58 やQ 今夜？ こん＋（空けて）＋や？ や？

59 ゆQ 冬？ ふ＋（空けて）＋ゆ？ ゆ？

60 よQ 名誉？ めい＋（空けて）＋よ？ よ？

61 らQ いいかしら？ いいかし＋（空けて）＋ら？ ら？

62 りQ 無理？ む＋（空けて）＋り？ り？
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63 るQ 貼る？ は＋（空けて）＋る？ る？

64 れQ あれ？ あ＋（空けて）＋れ？ れ？

65 ろQ 食べ頃？ たべご＋（空けて）＋ろ？ ろ？

66 わQ 電話？ でん＋（空けて）＋わ？ わ？

67 んQ ん？ ん？ ん？

88 を？ 何を？ を？ を？
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