
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

2001 身近な社会 1 名詞 地域社会 community
2002 身近な社会 2 名詞 市 city
2003 身近な社会 3 名詞 町 town
2004 身近な社会 4 名詞 村 village
2005 身近な社会 5 名詞 市長 mayor
2006 身近な社会 6 名詞 市民 citizen
2007 身近な社会 7 名詞 地方 region
2008 身近な社会 8 名詞 料金 fee
2009 身近な社会 9 名詞 許可 permission
2010 身近な社会 10 名詞 責務 obligation
2011 身近な社会 11 名詞 郊外 suburb
2012 身近な社会 12 名詞 世間 society
2013 身近な社会 13 名詞 社交性 sociability
2014 身近な社会 14 名詞 道徳 moral
2015 身近な社会 15 名詞 慈善市 bazaar
2016 身近な社会 16 名詞 必要性 necessity
2017 身近な社会 17 名詞 便利 convenience
2018 身近な社会 18 形容詞 市民の civil
2019 身近な社会 19 形容詞 公の public
2020 身近な社会 1 形容詞 都会の urban
2021 身近な社会 2 形容詞 郊外の suburban
2022 身近な社会 3 動詞 美化する beautify
2023 身近な社会 4 動詞 信頼する trust
2024 身近な社会 5 動詞 仲良く暮らす live in harmony
2025 身近な社会 6 動詞 会う meet
2026 身近な社会 7 動詞 訪問する visit
2027 身近な社会 8 動詞 嘘をつく lie
2028 身近な社会 9 動詞 許す let
2029 身近な社会 10 動詞 与える give
2030 身近な社会 11 動詞 得る get
2031 身近な社会 12 動詞 握手する shake hands
2032 身近な社会 13 動詞 約束する promise
2033 身近な社会 14 動詞 許可する permit
2034 身近な社会 15 動詞 必要とする need
2035 身近な社会 16 動詞 支える support
2036 町並み 1 名詞 大通り avenue
2037 町並み 2 名詞 通り street
2038 町並み 3 名詞 道 road
2039 町並み 4 名詞 合図 sign
2040 町並み 5 名詞 近所 neighborhood
2041 町並み 6 名詞 教会 church
2042 町並み 7 名詞 郵便局 post office
2043 町並み 8 名詞 行列 parade
2044 町並み 9 名詞 駅 station
2045 町並み 10 名詞 塔 tower
2046 町並み 11 名詞 動物園 zoo
2047 町並み 12 名詞 ベンチ bench
2048 町並み 13 名詞 橋 bridge
2049 町並み 14 名詞 隅 corner
2050 町並み 15 名詞 公園 park
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2051 町並み 16 名詞 外観 aspect
2052 町並み 17 名詞 所在 location
2053 町並み 18 名詞 画廊 gallery
2054 町並み 19 名詞 管理人 custodian
2055 町並み 20 形容詞 平坦な even
2056 町並・建物 1 名詞 建物 building
2057 町並・建物 2 名詞 学校 school
2058 町並・建物 3 名詞 小学校 elementary school
2059 町並・建物 4 名詞 中学校 junior high school
2060 町並・建物 5 名詞 高校 high school
2061 町並・建物 6 名詞 単科大学 college
2062 町並・建物 7 名詞 大学 university
2063 町並・建物 8 名詞 病院 hospital
2064 町並・建物 9 名詞 会館 hall
2065 町並・建物 10 名詞 図書館 library
2066 町並・建物 11 動詞 貸す lend
2067 町並・建物 12 名詞 博物館 museum
2068 町並・建物 13 名詞 工場 factory
2069 町並・建物 14 名詞 事務所 office
2070 町並・建物 15 名詞 ホテル hotel
2071 町並・建物 16 名詞 アパート apartment house
2072 町並・建物 17 動詞 賃借する rent
2073 町並・建物 18 名詞 邸宅 residence
2074 町並・建物 19 動詞 購入する purchase
2075 町並・お店 1 名詞 商店 store
2076 町並・お店 2 名詞 小売店 shop
2077 町並・お店 3 名詞 食料雑貨店 grocery store
2078 町並・お店 4 名詞 パン屋さん bakery
2079 町並・お店 5 名詞 本屋さん bookstore
2080 町並・お店 6 名詞 良く売れる商品 best seller
2081 町並・お店 7 名詞 銀行、土手 bank
2082 町並・お店 8 名詞 喫茶店 cafe
2083 町並・お店 9 名詞 レストラン restaurant
2084 町並・お店 10 名詞 カフェテリア cafeteria
2085 町並・お店 11 名詞 コンビニエンスストア convenience store
2086 町並・お店 12 名詞 薬局 drugstore
2087 町並・お店 13 名詞 スーパーマーケット supermarket
2088 町並・お店 14 名詞 クリーニング店 laundry
2089 町並・お店 15 名詞 八百屋 greengrocer
2090 町並・お店 16 名詞 食料雑貨店主 grocer
2091 町並・お店 17 名詞 靴屋 shoemaker
2092 町並・お店 18 名詞 大衆酒場 pub
2093 町並・お店 19 動詞 運ぶ、持ち運ぶ carry
2094 デパート 1 名詞 デパート department store
2095 デパート 2 名詞 買物 shopping
2096 デパート 3 名詞 エレベータ elevator
2097 デパート 4 名詞 エスカレータ escalator
2098 デパート 5 名詞 階 floor
2099 デパート 6 名詞 地階 basement
2100 デパート 7 名詞 飾り付け decoration
2101 デパート 8 名詞 割引 discount

2 / 10 ページ



2102 デパート 9 名詞 見切り品 bargain
2103 デパート 10 名詞 操り人形 puppet
2104 デパート 11 名詞 商品 goods
2105 デパート 12 名詞 日用品 commodity
2106 デパート 13 名詞 知恵の輪 puzzle ring
2107 デパート 14 名詞 表 list
2108 デパート 15 名詞 店員 clerk
2109 デパート 16 名詞 金銭 money
2110 デパート 17 名詞 値段 price
2111 デパート 18 形容詞 純粋な pure
2112 デパート 19 形容詞 安い inexpensive
2113 デパート 20 名詞 サイズ size
2114 デパート 21 形容詞 安価な cheap
2115 デパート 22 形容詞 高価な expensive
2116 デパート 23 形容詞 便利な convenient
2117 デパート 24 形容詞 無料の free
2118 デパート 25 動詞 売る sell
2119 デパート 26 動詞 買う buy
2120 デパート 27 動詞 費やす spend
2121 デパート 28 動詞 展示する display
2122 デパート 29 動詞 装飾する decorate
2123 デパート 30 動詞 払う pay
2124 レストラン 1 名詞 飲酒 drinking
2125 レストラン 2 名詞 メニュー menu
2126 レストラン 3 名詞 選択 choice
2127 レストラン 4 名詞 サンデー sundae
2128 レストラン 5 名詞 ウイスキー whiskey
2129 レストラン 6 名詞 取っ手の付いた大型コップmug
2130 レストラン 7 形容詞 汚い dirty
2131 レストラン 8 形容詞 酔っ払った drunk
2132 レストラン 9 動詞 注ぐ pour
2133 レストラン 10 動詞 注文する order
2134 レストラン 11 動詞 予約する reserve
2135 レストラン 12 動詞 開く open
2136 レストラン 13 動詞 閉じる close
2137 電気店 1 名詞 コンピュータ computer
2138 電気店 2 名詞 キーボート keyboard
2139 電気店 3 名詞 印刷機 printer
2140 電気店 4 名詞 再利用 recycling
2141 電気店 5 名詞 ソケット socket
2142 電気店 6 名詞 留守番電話 answering phone
2143 電気店 7 名詞 携帯電話 cellphone
2144 電気店 8 名詞 音量 volume
2145 電気店 9 名詞 電池 battery
2146 電気店 10 形容詞 中古の used
2147 電気店 11 動詞 再利用する recycle
2148 電気店 12 動詞 引き摺る drag
2149 電気店 13 動詞 実物宣伝する demonstrate
2150 郵便物 1 名詞 電報 telegram
2151 郵便局 2 名詞 手紙 letter
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2152 郵便局 3 名詞 郵便葉書（ゆうびんはがきpostcard
2153 郵便局 4 名詞 切手 postage stamp
2154 郵便局 5 名詞 郵便配達人 mailman
2155 郵便局 6 名詞 封筒 envelope
2156 郵便局 7 名詞 便箋 writing paper
2157 郵便局 8 名詞 現金書留 registered mail
2158 郵便局 9 名詞 速達 special delivery
2159 郵便局 10 名詞 郵便料金 postage
2160 郵便局 11 名詞 差出人 sender
2161 郵便局 12 名詞 郵便ポスト mailbox
2162 郵便局 13 動詞 封印する seal
2163 郵便局 14 動詞 郵送する mail
2164 郵便局 15 動詞 航空便で送る airmail
2165 郵便局 16 動詞 荷造りする pack
2166 郵便局 17 動詞 配達する deliver
2167 銀行 1 名詞 合言葉 password
2168 銀行 2 名詞 預貯金 savings
2169 銀行 3 名詞 小切手 check
2170 銀行 4 形容詞 最新の current
2171 銀行 5 動詞 お金をくずす change
2172 銀行 6 動詞 両替する exchange
2173 警察 7 名詞 交番 police box
2174 警察 8 名詞 警官 policeman
2175 警察 9 名詞 婦警 policewoman
2176 警察 10 名詞 暴力 violence
2177 警察 11 名詞 拳銃 pistol
2178 警察 12 動詞 殺す kill
2179 乗り物 1 名詞 乗り物 vehicle
2180 乗り物 2 名詞 馬車 carriage
2181 乗り物 3 名詞 ２輪の荷車（にぐるま） cart
2182 乗り物 4 名詞 四輪の荷馬車 wagon
2183 乗り物 5 名詞 自転車 bicycle
2184 乗り物 6 名詞 三輪車 tricycle
2185 乗り物 7 名詞 オートバイ motorcycle
2186 乗り物 8 名詞 自動車 car
2187 乗り物 9 名詞 バス bus
2188 乗り物 10 名詞 ２階建てバス double-decker bus
2189 乗り物 11 名詞 地下鉄 subway
2190 乗り物 12 名詞 タクシー taxicab
2191 乗り物 13 名詞 電車 train
2192 乗り物 14 名詞 接近方法 access
2193 乗り物 15 名詞 駐車 parking
2194 乗り物 16 名詞 幹線道路 highway
2195 乗り物 17 名詞 車線 traffic lane
2196 乗り物 18 名詞 ヘルメット helmet
2197 乗り物 19 名詞 運転手 driver
2198 乗り物 20 名詞 ガソリン タンク gas tank
2199 乗り物 21 名詞 油 oil
2200 乗り物 22 形容詞 速い fast
2201 乗り物 23 形容詞 遅い slow
2202 乗り物 24 形容詞 愚かな fool
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2203 病院 1 名詞 病気 illness
2204 病院 2 名詞 病気 sickness
2205 病院 3 名詞 痛み pain
2206 病院 4 名詞 休息 rest
2207 病院 5 名詞 原因 cause
2208 病院 6 名詞 検査 examination
2209 病院 7 名詞 経過 process
2210 病院 8 名詞 効果 effect
2211 病院 9 名詞 薬 medicine
2212 病院 10 名詞 外科 surgery
2213 病院 11 名詞 病棟 ward
2214 病院 12 名詞 診療所 clinic
2215 病院 13 名詞 病気 disease
2216 病院 14 名詞 治療 therapy
2217 病院 15 名詞 錠剤（じょうざい） tablet
2218 病院 16 名詞 混合物 mixture
2219 病院 17 名詞 エックス線 X-ray
2220 病院 18 名詞 一飲み（ひとのみ） swallow
2221 病院 19 名詞 丸薬（がんやく） pill
2222 病院 20 名詞 ビタミン vitamin
2223 病院 21 名詞 栄養 nutrition
2224 病院 22 名詞 治療 treatment
2225 病院 23 名詞 注射 injection
2226 病院 24 名詞 外科医 surgeon
2227 病院 1 形容詞 医学の、内科の medical
2228 病院 2 形容詞 突然の sudden
2229 病院 3 形容詞 蒼白な pale
2230 病院 4 形容詞 痛い painful
2231 病院 5 形容詞 意識を失った unconscious
2232 病院 6 形容詞 強烈な intense
2233 病院 7 形容詞 痒い（かゆい） itchy
2234 病院 8 形容詞 傷ついた injured
2235 病院 9 動詞 習得する acquire
2236 病院 10 動詞 移植する transplant
2237 病院 11 動詞 救う save
2238 病院 12 動詞 患う（わずらう） suffer
2239 病院 13 動詞 検査する examine
2240 病院 14 動詞 重さを量る weigh
2241 病院 15 動詞 測る measure
2242 病院 16 動詞 回復する recover
2243 病院 17 動詞 青ざめる turn pale
2244 病院 18 動詞 怪我をさせる hurt
2245 病院 19 動詞 傷つける injure
2246 病院 20 動詞 吸収する absorb
2247 病院 21 動詞 影響する、作用する affect
2248 病院 22 動詞 喘ぐ gasp
2249 病院 23 動詞 隔離する isolate
2250 病院 24 動詞 腫れる swell
2251 病院 25 動詞 疼く（うずく） ache
2252 身体 1 名詞 脳 brain
2253 身体 2 名詞 体 body
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2254 身体 3 名詞 顎（あご） jaw
2255 身体 4 名詞 肩 shoulder
2256 身体 5 名詞 腕 arm
2257 身体 6 名詞 胸部 chest
2258 身体 7 名詞 心臓 heart
2259 身体 8 名詞 肺 lung
2260 身体 9 名詞 腹部 belly
2261 身体 10 名詞 腰のくびれ waist
2262 身体 11 名詞 腰回り hips
2263 身体 12 名詞 お尻 buttocks
2264 身体 13 名詞 肘（ひじ） elbow
2265 身体 14 名詞 膝(ひざ） lap
2266 身体 15 名詞 踵（かかと） heel
2267 身体 16 名詞 足 leg
2268 身体 17 名詞 足首 ankle
2269 身体 18 名詞 爪先（つまさき） toe
2270 身体 19 名詞 生命力 vitality
2271 身体 20 名詞 健康 health
2272 身体 21 名詞 皮膚 skin
2273 身体 22 名詞 骨 bone
2274 身体 23 名詞 血 blood
2275 身体 24 名詞 汗 sweat
2276 身体 25 名詞 涙 tear
2277 身体 1 名詞 関節 joint
2278 身体 2 名詞 筋肉 muscle
2279 身体 3 名詞 神経 nerve
2280 身体 4 名詞 呼吸 breath
2281 身体 5 名詞 視界 sight
2282 身体 6 名詞 性 sex
2283 身体 7 名詞 ぽんぽん（幼児語） tummy
2284 身体 8 名詞 姿 figure
2285 身体 9 動詞 呼吸する breathe
2286 身体 10 動詞 広げる expand
2287 身体 11 動詞 手入れする trim
2288 身体 12 形容詞 折れた broken
2289 身体 13 形容詞 目の見えない blind
2290 身体 14 形容詞 耳が聞こえない deaf
2291 身体 15 形容詞 口のきけない dumb
2292 身体 16 形容詞 ひ弱な frail
2293 身体 17 形容詞 すらりとした slim
2294 身体 18 形容詞 命を保つに必要な vital
2295 身体 19 形容詞 華奢な（きゃしゃな） slender
2296 身体 20 形容詞 眼鏡などを使わない naked
2297 身体 21 形容詞 肉体の physical
2298 身体 22 形容詞 精神の spiritual
2299 病名 1 名詞 インフルエンザ influenza
2300 病名 2 名詞 風邪 cold
2301 病名 3 名詞 熱 fever
2302 病名 4 名詞 咳 cough
2303 病名 5 名詞 頭痛 headache
2304 病名 6 名詞 貧血 anemia
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2305 病名 7 名詞 蕁麻疹（じんましん） hives
2306 病名 8 名詞 面皰（にきび） pimples
2307 病名 9 名詞 打撲傷（だぼくしょう） bruise
2308 病名 10 名詞 火傷（やけど） burn
2309 病名 11 名詞 切り傷 cut
2310 病名 12 名詞 骨折 fracture
2311 病名 13 名詞 すり傷 scratch
2312 病名 14 名詞 捻挫 sprain
2313 病名 15 名詞 突き指 sprained finger
2314 病名 16 名詞 腹痛 stomachache
2315 病名 17 名詞 歯痛 toothache
2316 病名 18 名詞 白血病 leukemia
2317 病名 19 名詞 癌（がん） cancer
2318 病名 20 名詞 臓器移植 organ transplant
2319 消防・救急 1 名詞 火事 fire
2320 消防・救急 2 名詞 燃え上がる炎 blaze
2321 消防・救急 3 名詞 救急車 ambulance
2322 消防・救急 4 名詞 灰 ash
2323 消防・救急 5 名詞 安全 safety
2324 消防・救急 6 名詞 危険 danger
2325 消防・救急 7 名詞 緊急事態 emergency
2326 消防・救急 8 名詞 負傷 injury
2327 消防・救急 9 名詞 洪水 flood
2328 消防・救急 10 名詞 嵐 storm
2329 消防・救急 11 名詞 被害 damage
2330 消防・救急 12 名詞 事態 matter
2331 消防・救急 13 名詞 問題 problem
2332 消防・救急 14 動詞 ダイアルして電話を掛けるdial
2333 消防・救急 15 動詞 警告する warn
2334 消防・救急 16 動詞 遭遇する encounter
2335 消防・救急 17 動詞 溺死（できし）する drown
2336 消防・救急 18 動詞 奮闘する struggle
2337 消防・救急 19 動詞 助ける aid
2338 福祉センター 1 名詞 福祉機関 welfare agency
2339 福祉センター 2 名詞 サービス業務 service
2340 福祉センター 3 名詞 ボランティア volunteer
2341 福祉センター 4 名詞 お手伝い helper
2342 福祉センター 5 名詞 手助け helping
2343 福祉センター 6 名詞 伝染病 infection
2344 福祉センター 7 名詞 治療 cure
2345 福祉センター 8 名詞 車イス wheelchair
2346 福祉センター 9 名詞 松葉づえ crutches
2347 福祉センター 10 名詞 介護 care
2348 福祉センター 11 名詞 調理法 recipe
2349 福祉センター 12 名詞 回復 recovery
2350 福祉センター 13 名詞 包帯 bandage
2351 福祉センター 14 名詞 身体上の障害 handicap
2352 福祉センター 15 形容詞 不足している scarce
2353 福祉センター 16 形容詞 血だらけの bloody
2354 福祉センター 17 形容詞 障害のある handicapped
2355 福祉センター 18 動詞 浪費する waste
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2356 福祉センター 19 動詞 迷う wander
2357 福祉センター 20 動詞 しっかり抱きしめる hug
2358 福祉センター 21 動詞 相談する counsel
2359 福祉センター 22 動詞 和らげる relieve
2360 福祉センター 23 動詞 助言を求める consult
2361 福祉センター 24 動詞 仕える serve
2362 福祉センター 25 動詞 貢献する contribute
2363 福祉センター 26 動詞 捧げる devote
2364 福祉センター 27 動詞 寄付する donate
2365 人 1 名詞 人 person
2366 人・敬称 2 名詞 男性の姓の前で使う敬称Mr.
2367 人・敬称 3 名詞 結婚している女性の姓Mrs.
2368 人・敬称 4 名詞 独身女性の姓の前で使Miss
2369 人・敬称 5 名詞 既婚未婚を問わず女性Ms.
2370 人 6 代名詞 だれでも anybody
2371 人 7 代名詞 だれでも anyone
2372 人 8 代名詞 あらゆる人 everybody
2373 人 9 代名詞 あらゆる人 everyone
2374 人 10 名詞 外国人 foreigner
2375 人 11 名詞 紳士 gentleman
2376 人 12 名詞 少年 boy
2377 人 13 名詞 少女 girl
2378 人 14 名詞 男友達 boyfriend
2379 人 15 名詞 女友達 girlfriend
2380 人 16 名詞 男性 male
2381 人 17 名詞 女性 female
2382 人 18 名詞 主催者 host
2383 人 19 名詞 人間 human
2384 人 20 名詞 女性 lady
2385 人 21 名詞 男性 man
2386 人 22 名詞 人類 mankind
2387 人 23 名詞 男達 men
2388 人 24 名詞 所有者 owner
2389 人 25 名詞 見知らぬ人 stranger
2390 人 26 名詞 年齢 age
2391 人 27 名詞 誕生日 birthday
2392 人 28 名詞 夢 dream
2393 人 29 名詞 希望 hope
2394 人 30 名詞 贈物 present
2395 人 1 名詞 13歳から19歳の若者 teenager
2396 人 2 名詞 散歩する人 walker
2397 人 3 名詞 婦人 woman
2398 人 4 名詞 青春時代 youth
2399 人 5 名詞 隣人 neighbor
2400 人 6 名詞 先祖 ancestor
2401 人 7 名詞 伝記 biography
2402 人 8 名詞 乞食 beggar
2403 人 9 名詞 兄弟関係 brotherhood
2404 人 10 名詞 天才 genius
2405 人 11 形容詞 年上の elder
2406 人 12 形容詞 先輩の senior
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2407 人 13 形容詞 年下の junior
2408 人 14 形容詞 運がいい lucky
2409 人 15 形容詞 不運な unhappy
2410 人 16 形容詞 裕福な rich
2411 人 17 形容詞 貧しい poor
2412 人 18 形容詞 美しい beautiful
2413 人 19 形容詞 可愛い cute
2414 人 20 形容詞 愛らしい pretty
2415 人 21 形容詞 積極的な active
2416 人 22 形容詞 親切な kind
2417 人 23 形容詞 悲しい sad
2418 人 24 形容詞 頭の鈍い dull
2419 人 25 形容詞 気の毒に思う sorry
2420 人 26 形容詞 忙しい busy
2421 人 27 動詞 決定する decide
2422 代名詞 1 代名詞 私は I
2423 代名詞 2 代名詞 私の my
2424 代名詞 3 代名詞 私に me
2425 代名詞 4 代名詞 私のもの mine
2426 代名詞 5 代名詞 私自身 myself
2427 代名詞 6 代名詞 あなたは you
2428 代名詞 7 代名詞 あなたの your
2429 代名詞 8 代名詞 あなたに you
2430 代名詞 9 代名詞 あなたのもの yours
2431 代名詞 10 代名詞 あなた自身 yourself
2432 代名詞 11 代名詞 彼 he
2433 代名詞 12 代名詞 彼の his
2434 代名詞 13 代名詞 彼に him
2435 代名詞 14 代名詞 彼のもの his
2436 代名詞 15 代名詞 彼自身 himself
2437 代名詞 16 代名詞 彼女 she
2438 代名詞 17 代名詞 彼女の her
2439 代名詞 18 代名詞 彼女に her
2440 代名詞 19 代名詞 彼女のもの hers
2441 代名詞 20 代名詞 彼女自身 herself
2442 代名詞 21 代名詞 それ it
2443 代名詞 22 代名詞 その its
2444 代名詞 23 代名詞 それ自身 itself
2445 代名詞 24 代名詞 我々は we
2446 代名詞 25 代名詞 我々の our
2447 代名詞 26 代名詞 我々に us
2448 代名詞 27 代名詞 我々のもの ours
2449 代名詞 28 代名詞 我々自身 ourselves
2450 代名詞 1 代名詞 あなたたちは you
2451 代名詞 2 代名詞 あなたたちの your
2452 代名詞 3 代名詞 あなたたちに you
2453 代名詞 4 代名詞 あなたたちのもの yours
2454 代名詞 5 代名詞 あなたたち自身 yourselves
2455 代名詞 6 代名詞 彼・彼女らは they
2456 代名詞 7 代名詞 彼・彼女らの their
2457 代名詞 8 代名詞 彼・彼女らに them
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2458 代名詞 9 代名詞 彼・彼女らのもの theirs
2459 代名詞 10 代名詞 彼・彼女ら自身 themselves
2460 代名詞 11 代名詞 だれも・・・ない。 nobody
2461 代名詞 12 代名詞 だれも・・・ない。 none
2462 代名詞 13 代名詞 自分自身 oneself
2463 代名詞 14 代名詞 だれか、ひとかどの人 somebody
2464 代名詞 15 代名詞 ある人、だれか someone
2465 代名詞 16 代名詞 すべてのもの all
2466 代名詞 17 代名詞 もうひとつの another
2467 代名詞 18 代名詞 それぞれ each
2468 代名詞 19 形容詞 あらゆる every
2469 代名詞 20 代名詞 すべてのもの everything
2470 代名詞 21 形容詞 何か、いくらか any
2471 代名詞 22 代名詞 何か、何でも anything
2472 代名詞 23 代名詞 あるもの、何か something
2473 代名詞 24 代名詞 何も・・・ない nothing
2474 代名詞 25 形容詞 ほかの、もう一方の other
2475 代名詞 26 名詞 何かあるもの thing
2476 代名詞 27 代名詞 これ、この this
2477 代名詞 28 代名詞 これら（の） these
2478 代名詞 29 代名詞 それ、あれ that
2479 代名詞 30 代名詞 それら・あれら those
2480 疑問詞 1 疑問詞 誰が who
2481 疑問詞 2 疑問詞 いつ when
2482 疑問詞 3 疑問詞 どこ where
2483 疑問詞 4 疑問詞 何を what
2484 疑問詞 5 疑問詞 なぜ why
2485 疑問詞 6 疑問詞 どのようにして how
2486 疑問詞 7 疑問詞 どちらの which
2487 疑問詞 8 疑問詞 だれの whose
2488 疑問詞 9 疑問詞 何でも whatever
2489 疑問詞 10 疑問詞 だれを whom
2490 疑問詞 11 疑問詞 いつでも whenever
2491 疑問詞 12 疑問詞 どこでも wherever
2492 疑問文 1 どのくらいの数？ How many ?
2493 疑問文 2 どのくらいの量？ How much ?
2494 疑問文 3 どれくらい長い？ How long ?
2495 疑問文 4 どのくらい遠く？ How far ?
2496 疑問文 5 歳はいくつ？ How old ?
2497 疑問文 6 身長はいくつ？ How tall ?
2498 疑問文 7 どのくらいの大きさ？ How big ?
2499 疑問文 8 値段はいくら？ How much ?
2500 疑問文 9 どのくらい頻繁に？ How often ?
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