
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

2501 娯楽 1 名詞 娯楽 recreation
2502 娯楽 2 名詞 映画 movie
2503 娯楽 3 名詞 幕 curtain
2504 演芸 4 名詞 サーカス circus
2505 娯楽 5 名詞 アニメーション映画 animation
2506 娯楽 6 名詞 ゲーム game
2507 娯楽 7 名詞 趣味 hobby
2508 娯楽 8 名詞 パーティ party
2509 娯楽 9 名詞 余暇 leisure
2510 娯楽 10 名詞 気晴らし pastime
2511 娯楽 11 名詞 喫煙者 smoker
2512 娯楽 12 名詞 葉巻 cigar
2513 娯楽 13 名詞 巻きタバコ cigarette
2514 娯楽 14 名詞 タバコ tobacco
2515 娯楽 15 名詞 払い戻し refund
2516 娯楽 16 名詞 漫画 comic
2517 娯楽 17 名詞 人形 doll
2518 娯楽 18 名詞 玩具（おもちゃ） toy
2519 娯楽 19 名詞 いたずら mischief
2520 娯楽 20 名詞 祝祭 festival
2521 娯楽 21 名詞 贈り物 gift
2522 娯楽 22 名詞 奇術 magic
2523 娯楽 23 名詞 手品 trick
2524 娯楽 24 形容詞 可笑しい funny
2525 娯楽 25 形容詞 関心を持っている interested
2526 娯楽 26 形容詞 楽しい fun
2527 娯楽 27 動詞 望む want
2528 娯楽 28 動詞 楽しむ enjoy
2529 娯楽 29 動詞 拍手する clap
2530 映画 1 名詞 映画館 movie theater
2531 映画 2 名詞 劇場 theater
2532 映画 3 名詞 切符 ticket
2533 映画 4 名詞 特別出演者 guest
2534 映画 5 名詞 熱烈な支持者 fan
2535 映画 6 名詞 スクリーン screen
2536 映画 7 名詞 劇 drama
2537 映画 8 名詞 番組 program
2538 映画 9 名詞 役目 role
2539 映画 10 名詞 フィルム film
2540 映画 11 名詞 広告版 billboard
2541 映画 12 名詞 マーキー marquee
2542 映画 13 名詞 売店 snack bar
2543 映画 14 名詞 俳優 actor
2544 映画 15 名詞 女優 actress
2545 映画 16 名詞 会話 conversation
2546 映画 17 名詞 カウボーイ cowboy
2547 映画 18 名詞 最終部分 ending
2548 映画 19 名詞 怪物 monster
2549 映画 20 形容詞 刺激的な exciting
2550 映画 21 形容詞 お気に入りの favorite

1 / 10 ページ



2551 映画 22 形容詞 退屈な boring
2552 映画 23 動詞 踊る dance
2553 映画 24 動詞 見せる show
2554 遊園地 1 名詞 遊園地 amusement park
2555 遊園地 2 名詞 冒険 adventure
2556 遊園地 3 名詞 興奮 excitement
2557 遊園地 4 名詞 空想 fantasy
2558 遊園地 5 名詞 回転木馬 merry-go-round
2559 遊園地 6 名詞 観覧車 Ferris wheel
2560 遊園地 7 名詞 ジェットコースター roller coaster
2561 遊園地 8 名詞 列 line
2562 遊園地 9 名詞 迷子 lost child
2563 遊園地 10 名詞 ブランコ swing
2564 遊園地 11 名詞 縄跳び rope jumping
2565 遊園地 12 名詞 凧（たこ）上げ kite flying
2566 遊園地 13 名詞 公共トイレ rest room
2567 遊園地 14 名詞 池 pond
2568 遊園地 15 名詞 噴水 fountain
2569 遊園地 16 名詞 滑り台 slide
2570 遊園地 17 名詞 シーソー seesaw
2571 遊園地 18 名詞 ベンチ bench
2572 遊園地 19 名詞 砂場 sandbox
2573 遊園地 20 名詞 彫像 statue
2574 遊園地 21 名詞 塵入れ（ごみいれ） trash can
2575 遊園地 22 名詞 フード hood
2576 遊園地 23 形容詞 一人の alone
2577 遊園地 24 形容詞 空想的な fantastic
2578 遊園地 25 形容詞 暗い dark
2579 遊園地 26 動詞 面白がらせる amuse
2580 動物園 1 動詞 噛み付く bite
2581 動物園 2 動詞 分類する sort
2582 動物園 3 動詞 調整する adjust
2583 動物園 4 動詞 亀裂が入る crack
2584 動物園 5 動詞 溶かす dissolve
2585 動物園 6 動詞 狼狽する panic
2586 動物園 7 動詞 植える plant
2587 動物園 8 動詞 汚染する pollute
2588 動物園 9 動詞 保護する protect
2589 動物園 10 動詞 反応する react
2590 動物園 11 動詞 上がる rise
2591 動物園 12 動詞 ばらまく scatter
2592 動物園 13 動詞 発する shed
2593 動物園 14 動詞 飼育する breed
2594 動物園 15 動詞 吼える bark
2595 動物園 16 動詞 新たにする renew
2596 動物園 17 動詞 振る shake
2597 動物園 18 動詞 偶然に起る happen
2598 動物園 19 動詞 孵化する hatch
2599 動物園 20 動詞 尋ねる inquire
2600 動物園 21 動詞 荒廃させる ruin
2601 動物園 22 動詞 崩壊する collapse
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2602 動物園 23 動詞 粉々にする crumble
2603 アウトドア 1 名詞 アウトドア outdoor recreation
2604 アウトドア 2 名詞 ピクニック picnic
2605 アウトドア 3 名詞 ピクニックバスケット picnic basket
2606 アウトドア 4 名詞 ピクニックシート picnic blanket
2607 アウトドア 5 名詞 魔法瓶 thermos
2608 アウトドア 6 名詞 ハイキング hiking
2609 アウトドア 7 名詞 羅針盤 compass
2610 アウトドア 8 名詞 登山靴 hiking boots
2611 アウトドア 9 名詞 小道 path
2612 アウトドア 10 名詞 案内標識 signpost
2613 アウトドア 11 名詞 キャンプ camp
2614 アウトドア 12 名詞 寝袋 sleeping bag
2615 アウトドア 13 名詞 リュックサック backpack
2616 アウトドア 14 名詞 提灯 lantern
2617 アウトドア 15 名詞 テント tent
2618 アウトドア 16 名詞 携帯コンロ camp stove
2619 アウトドア 17 名詞 バーベキュー barbecue
2620 アウトドア 18 名詞 キャンプファイア campfire
2621 アウトドア 19 名詞 丸太 log
2622 アウトドア 20 名詞 山小屋 lodge
2623 アウトドア 21 名詞 山荘 cottage
2624 アウトドア 22 名詞 荷物運搬人 porter
2625 アウトドア 23 名詞 二人乗り自転車 tandem bicycle
2626 アウトドア 24 名詞 自転車に乗る人 cyclist
2627 アウトドア 25 名詞 ペダル pedal
2628 アウトドア 26 名詞 登山 climbing
2629 アウトドア 27 名詞 ハンティング hunting
2630 アウトドア 28 形容詞 野外の open-air
2631 アウトドア 29 動詞 網焼きにする broil
2632 アウトドア 30 動詞 スナップ写真を撮る snap
2633 アウトドア 31 動詞 保持する keep
2634 アウトドア 32 動詞 田舎を歩き回る hike
2635 アウトドア 33 動詞 登る climb
2636 マリンスポーツ 1 名詞 海岸 beach
2637 マリンスポーツ 2 名詞 砂丘 sand dune
2638 マリンスポーツ 3 名詞 釣竿 rod
2639 マリンスポーツ 4 名詞 干潮 ebb
2640 マリンスポーツ 5 名詞 花火 firework
2641 マリンスポーツ 6 名詞 海辺 seashore
2642 マリンスポーツ 7 名詞 潜水 diving
2643 マリンスポーツ 8 名詞 監視台 lifeguard stand
2644 マリンスポーツ 9 名詞 水泳帽 swim cap
2645 マリンスポーツ 10 名詞 水着 swimming suit
2646 マリンスポーツ 11 名詞 水中眼鏡 swimming goggles
2647 マリンスポーツ 12 名詞 浮き輪 float ring
2648 マリンスポーツ 13 名詞 物売り vendor
2649 マリンスポーツ 14 名詞 救命具 life preserver
2650 マリンスポーツ 15 名詞 出口 exit
2651 マリンスポーツ 16 名詞 経路 course
2652 マリンスポーツ 17 名詞 スキューバダイビング scuba diving
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2653 マリンスポーツ 18 名詞 サーフィン surfing
2654 マリンスポーツ 1 名詞 シュノーケリング snorkeling
2655 マリンスポーツ 2 名詞 水上スキー waterskiing
2656 マリンスポーツ 3 名詞 ヨット sailing
2657 マリンスポーツ 4 名詞 川下り rafting
2658 マリンスポーツ 5 名詞 カヌー canoe
2659 マリンスポーツ 6 名詞 泳ぐ人 swimmer
2660 マリンスポーツ 7 名詞 足ひれ flippers
2661 マリンスポーツ 8 名詞 子舟 boat
2662 マリンスポーツ 9 名詞 モータボート motorboat
2663 マリンスポーツ 10 名詞 ヨット yacht
2664 マリンスポーツ 11 名詞 櫂（かい） oar
2665 マリンスポーツ 12 名詞 波乗り板 surfboard
2666 マリンスポーツ 13 名詞 甲板 deck
2667 マリンスポーツ 14 名詞 帆柱（ほばしら） mast
2668 マリンスポーツ 15 動詞 泳ぐ swim
2669 マリンスポーツ 16 動詞 飛び込む dive
2670 マリンスポーツ 17 動詞 漂流する drift
2671 マリンスポーツ 18 動詞 難破する wreck
2672 工作 1 名詞 刺繍 embroidery
2673 工作 2 名詞 編み棒 knitting needle
2674 工作 3 名詞 編み糸 yarn
2675 工作 4 名詞 絵筆 paintbrush
2676 工作 5 名詞 陶芸 ceramics
2677 工作 6 名詞 粘土 clay
2678 工作 7 名詞 石膏 plaster
2679 工作 8 名詞 ブロック、大きな塊 block
2680 工作 9 名詞 ケーブル cable
2681 工作 10 名詞 鎖 chain
2682 工作 11 名詞 設計者 designer
2683 工作 12 名詞 金槌 hammer
2684 工作 13 名詞 取っ手 handle
2685 工作 14 名詞 網 net
2686 工作 15 名詞 竿（さお） pole
2687 工作 16 名詞 鋸（のこ） saw
2688 工作 17 名詞 鋏（はさみ） scissors
2689 工作 18 名詞 ネジ screw
2690 工作 19 名詞 ドライバー screwdriver
2691 工作 20 名詞 道具 tool
2692 工作 21 動詞 溶かす melt
2693 工作 22 動詞 掘る dig
2694 工作 23 動詞 穴をあける drill
2695 工作 24 動詞 固定する fix
2696 工作 25 動詞 設計する design
2697 工作 26 動詞 修理する repair
2698 趣味 1 名詞 収集家 collector
2699 趣味 2 名詞 興味 insterest
2700 趣味 3 名詞 切手収集 collecting stamps
2701 趣味 4 名詞 料理 cooking
2702 趣味 5 名詞 写生帳 sketchbook
2703 趣味 6 名詞 踊り dancing
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2704 趣味 7 名詞 魚釣り fishing
2705 趣味 8 名詞 水槽 aquarium
2706 趣味 9 名詞 園芸 gardening
2707 趣味 10 名詞 音楽鑑賞 listening to music
2708 趣味 11 名詞 カメラ camera
2709 趣味 12 名詞 写真 photograph
2710 趣味 13 名詞 旅行 traveling
2711 趣味 14 名詞 ボウリング bowling
2712 趣味 15 名詞 スケートボード skateboarding
2713 趣味 16 名詞 ラケット racket
2714 趣味 17 名詞 チェス chess
2715 趣味 18 名詞 随筆 essay
2716 趣味 1 名詞 ハングライダー hang glider
2717 趣味 2 名詞 小型の模型 miniature
2718 趣味 3 名詞 歯車 gear
2719 趣味 4 名詞 凧 kite
2720 趣味 5 名詞 刀 sword
2721 趣味 6 名詞 刃（は） blade
2722 趣味 7 名詞 柄杓（ひしゃく） dipper
2723 趣味 8 名詞 弓 bow
2724 趣味 9 名詞 手品師 magician
2725 趣味 10 名詞 蹄鉄（ていてつ） horseshoe
2726 趣味 11 動詞 凝視する gaze
2727 趣味 12 動詞 絵の具で描く paint
2728 趣味 13 動詞 創造する create
2729 趣味 14 動詞 挿絵を入れる illustrate
2730 趣味 15 動詞 集める collect
2731 趣味 16 動詞 借りる borrow
2732 趣味 17 動詞 寄せ集める gather
2733 趣味 18 動詞 バシッと打つ smash
2734 楽器 1 名詞 ピアノ piano
2735 楽器 2 名詞 オルガン organ
2736 楽器 3 名詞 グランドピアノ grand piano
2737 楽器 4 名詞 シンセサイザー synthesizer
2738 楽器 5 名詞 アコーディオン accordion
2739 楽器 6 名詞 ギター guitar
2740 楽器 7 名詞 バラライカ balalaika
2741 楽器 8 名詞 バンジョー banjo
2742 楽器 9 名詞 ベース bass
2743 楽器 10 名詞 チェロ cello
2744 楽器 11 名詞 エレクトリック ギター electric guitar
2745 楽器 12 名詞 ハープ harp
2746 楽器 13 名詞 マンドリン mandolin
2747 楽器 14 名詞 ウクレレ ukulele
2748 楽器 15 名詞 ビオラ viola
2749 楽器 16 名詞 バイオリン violin
2750 楽器 17 名詞 トランペット trumpet
2751 楽器 18 名詞 トロンボーン trombone
2752 楽器 19 名詞 チューバ tuba
2753 楽器 20 名詞 ホルン French horn
2754 楽器 21 名詞 ファゴット bassoon
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2755 楽器 22 名詞 クラリネット clarinet
2756 楽器 1 名詞 フルート flute
2757 楽器 2 名詞 オーボエ oboe
2758 楽器 3 名詞 ピッコロ piccolo
2759 楽器 4 名詞 レコーダー recorder
2760 楽器 5 名詞 サックス saxophone
2761 楽器 6 名詞 小太鼓 snare drum
2762 楽器 7 名詞 大太鼓 bass drum
2763 楽器 8 名詞 ティンパニ kettledrum
2764 楽器 9 名詞 ボンゴ bongos
2765 楽器 10 名詞 ドラム drum
2766 楽器 11 名詞 シンバル cymbals
2767 楽器 12 名詞 木琴 xylophone
2768 楽器 13 名詞 タンバリン tambourine
2769 楽器 14 名詞 ハーモニカ harmonica
2770 楽器 15 名詞 マラカス maracas
2771 楽器 16 名詞 トライアングル triangle
2772 楽器 17 名詞 カスタネット castanets
2773 楽器 18 名詞 低音 bass
2774 楽器 19 名詞 調子 tone
2775 楽器 20 名詞 オーケストラ orchestra
2776 楽器 21 動詞 響く sound
2777 音楽 1 名詞 聴衆 audience
2778 音楽 2 名詞 楽隊 band
2779 音楽 3 名詞 コーラス chorus
2780 音楽 4 名詞 音楽会 concert
2781 音楽 5 名詞 交響曲 symphony
2782 音楽 6 名詞 独奏会 recital
2783 音楽 7 名詞 フォークソング folk song
2784 音楽 8 名詞 ジャズ jazz
2785 音楽 9 名詞 ミュージカル musical
2786 音楽 10 名詞 歌劇 opera
2787 音楽 11 名詞 ポピューラ音楽 pop music
2788 音楽 12 名詞 ドラマー drummer
2789 音楽 13 名詞 二重奏 duet
2790 音楽 14 名詞 ステレオ stereo
2791 音楽 15 名詞 音符 note
2792 音楽 16 名詞 全音符 whole note
2793 音楽 17 名詞 ２分音符 half note
2794 音楽 18 名詞 ４分音符 quarter note
2795 音楽 19 名詞 8分音符 eighth note
2796 音楽 20 名詞 １６分音符 sixteenth note
2797 音楽 21 名詞 調和 harmony
2798 音楽 22 名詞 旋律 melody
2799 音楽 23 名詞 マイクロフォン microphone
2800 音楽 24 形容詞 声の vocal
2801 音楽 25 形容詞 調子の良い rhythmic
2802 音楽 26 副詞 大声で loud
2803 音楽 27 動詞 口笛を吹く whistle
2804 音楽 28 動詞 作曲する compose
2805 観光 1 名詞 観光 sightseeing
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2806 観光 2 名詞 旅行者 traveler
2807 観光 3 名詞 乗客 passenger
2808 観光 4 名詞 気の合った友 companion
2809 観光 5 名詞 仲間 fellow
2810 観光 6 名詞 身振り gesture
2811 観光 7 名詞 松明（たいまつ） torch
2812 観光 8 名詞 モーテル motel
2813 観光 9 名詞 敷き布団 mattress
2814 観光 10 名詞 場所 place
2815 観光 11 名詞 お土産 souvenir
2816 観光 12 名詞 光景 sight
2817 観光 13 名詞 人影 figure
2818 観光 14 名詞 案内所 bureau
2819 観光 15 名詞 代理店 agency
2820 観光 16 名詞 航空会社 airline
2821 観光 17 名詞 到着 arrival
2822 観光 18 名詞 城 castle
2823 観光 19 名詞 乗組員 crew
2824 観光 20 名詞 繁華街 downtown
2825 観光 21 名詞 飛行 flight
2826 観光 22 名詞 燃料 fuel
2827 観光 23 名詞 港湾 harbor
2828 観光 24 名詞 噴出 jet
2829 観光 25 名詞 荷 load
2830 観光 1 名詞 宮廷 palace
2831 観光 2 名詞 旅行者 tourist
2832 観光 3 名詞 旅行案内書 guidebook
2833 観光 4 名詞 宿屋 inn
2834 観光 5 名詞 添乗員 conductor
2835 観光 6 名詞 ウエータ waiter
2836 観光 7 名詞 旅 journey
2837 観光 8 名詞 旅券 passport
2838 観光 9 名詞 周遊旅行 tour
2839 観光 10 名詞 旅費 traveling expenses
2840 観光 11 名詞 小旅行 trip
2841 観光 12 名詞 出入国査証 visa
2842 観光 13 名詞 手荷物 baggage
2843 観光 14 名詞 旅行鞄 suitcase
2844 観光 15 名詞 写真撮影 photography
2845 観光 16 名詞 余暇 spare time
2846 観光 17 形容詞 色彩に富んだ colorful
2847 観光 18 形容詞 外国の foreign
2848 観光 19 形容詞 静かな quiet
2849 観光 20 副詞 外国で、海外で abroad
2850 観光 21 副詞 海外へ overseas
2851 観光 22 動詞 案内する guide
2852 観光 23 動詞 旅行する travel
2853 観光 24 動詞 一杯にする fill
2854 観光・船 1 名詞 船 ship
2855 観光・船 2 名詞 談話室 saloon
2856 観光・船 3 名詞 錨 anchor
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2857 観光・船 4 名詞 船室 cabin
2858 観光・船 5 名詞 港 port
2859 観光・船 6 名詞 避難港 harbor
2860 観光・船 7 名詞 船旅 voyage
2861 観光・船 8 名詞 桟橋 pier
2862 観光・船 9 名詞 税関 customs
2863 観光・船 10 名詞 船員 crew
2864 観光・船 11 名詞 船長 captain
2865 観光・船 12 名詞 船酔い seasickness
2866 観光・船 13 名詞 灯台 lighthouse
2867 観光・船 14 名詞 船舶 vessel
2868 観光・船 15 名詞 波止場 wharf
2869 観光・船 16 動詞 乗船する embark
2870 観光・船 17 動詞 上陸する land
2871 観光・船 18 動詞 航行する sail
2872 観光・船 19 動詞 浮く float
2873 観光・空 1 名詞 航空機 airplane
2874 観光・空 2 名詞 風船、気球 balloon
2875 観光・空 3 名詞 グライダー glider
2876 観光・空 4 名詞 ヘリコプター helicopter
2877 観光・空 5 名詞 離陸 takeoff
2878 観光・空 6 名詞 待合室 lounge
2879 観光・空 7 名詞 着陸 landing
2880 観光・空 8 名詞 飛行 flying
2881 観光・空 9 名詞 上昇 ascent
2882 観光・空 10 名詞 下降 descent
2883 観光・空 11 名詞 翼 wing
2884 観光・空 12 名詞 滑走路 runway
2885 観光・空 13 名詞 プロペラ propeller
2886 観光・空 14 動詞 滑空する glide
2887 観光・自動車 1 動詞 警報をならず hoot
2888 観光・自動車 2 名詞 タイヤ tire
2889 観光・自動車 3 名詞 ハンドル steering wheel
2890 観光・自動車 4 名詞 警笛 horn
2891 観光・自動車 5 名詞 操縦 steering
2892 観光・自動車 6 名詞 スプリング spring
2893 観光・自動車 7 名詞 ヘッドライト headlamp
2894 観光・自動車 8 名詞 ＜英＞ガソリン petrol
2895 観光・自動車 9 名詞 故障 breakdown
2896 観光・自動車 10 名詞 ガソリンスタンド petrol station
2897 観光・自動車 11 名詞 速度 speed
2898 観光・自動車 12 名詞 ブレーキ brake
2899 観光・自動車 13 名詞 免許 license
2900 観光・汽車 1 名詞 時刻表 schedule
2901 観光・汽車 2 名詞 普通列車 local train
2902 観光・汽車 3 名詞 急行列車 express train
2903 観光・汽車 4 名詞 特急列車 special express train
2904 観光・汽車 5 名詞 上り列車 outbound train
2905 観光・汽車 6 名詞 下り列車 inbound train
2906 観光・汽車 7 名詞 寝台車 sleeping car
2907 観光・汽車 8 名詞 食堂車 dining car
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2908 観光・汽車 9 名詞 機関車 locomotive
2909 観光・汽車 10 名詞 改札口 ticket gate
2910 観光・汽車 11 名詞 片道券 one-way ticket
2911 観光・汽車 12 名詞 往復券 round-trip ticket
2912 観光・汽車 13 名詞 待合室 waiting room
2913 観光・汽車 14 名詞 網棚 rack
2914 観光・汽車 15 名詞 トンネル tunnel
2915 観光・汽車 16 名詞 駅長 stationmaster
2916 観光・汽車 17 名詞 座席 seat
2917 観光・汽車 18 名詞 プラットホーム<米> platform
2918 観光・汽車 19 名詞 乗車料金 fare
2919 観光・汽車 20 名詞 トイレ lavatory
2920 量・大きさ 1 形容詞 幅の広い wide
2921 量・大きさ 2 形容詞 幅が狭い narrow
2922 量・大きさ 3 形容詞 小さい little
2923 量・大きさ 4 形容詞 巨大な giant
2924 量・大きさ 5 形容詞 全部の total
2925 量・大きさ 6 形容詞 全部の whole
2926 量・大きさ 7 副詞 より少なく less
2927 量・大きさ 8 名詞 最小のもの least
2928 量 9 形容詞 充分な enough
2929 量 10 形容詞 少数の few
2930 量 11 形容詞 一杯の full
2931 量 12 形容詞 数の多い many
2932 量 13 形容詞 量の多い much
2933 量 14 形容詞 より多い more
2934 量 15 形容詞 もっとも多くの most
2935 量 16 形容詞 少量の a little
2936 量 17 形容詞 いくつかの several
2937 量 18 形容詞 いくらかの some
2938 位置 1 形容詞 中心の central
2939 位置 2 形容詞 真ん中の middle
2940 位置 3 形容詞 上部の upper
2941 位置 4 形容詞 下方の lower
2942 位置 5 形容詞 内側にある inwards
2943 位置 6 形容詞 外側にある outwards
2944 位置 7 形容詞 正面の front
2945 位置 8 形容詞 後ろの back
2946 位置 9 形容詞 後ろの rear
2947 位置 10 前置詞 の中に in
2948 位置 11 前置詞 の上に on
2949 位置 12 前置詞 の上に upon
2950 位置 13 前置詞 の下に under
2951 位置 14 前置詞 より上に above
2952 位置 15 前置詞 より下に below
2953 位置 16 前置詞 の下に beneath
2954 位置 17 前置詞 から from
2955 位置 18 前置詞 の中に into
2956 位置 19 前置詞 の間に between
2957 位置 20 前置詞 の間に among
2958 位置 1 前置詞 離れて off
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2959 位置 2 副詞 の近くに near
2960 位置 3 副詞 遠くに far
2961 位置 4 副詞 離れて away
2962 位置 5 副詞 かなたに beyond
2963 位置 6 副詞 内側に inside
2964 位置 7 副詞 外側に outside
2965 位置 8 副詞 の前に in front
2966 位置 9 副詞 の後ろに behind
2967 位置 10 副詞 並んで beside
2968 位置 11 副詞 ここで here
2969 位置 12 副詞 あそこで there
2970 位置 13 副詞 外に out
2971 位置 14 前置詞 内側に within
2972 経路 1 前置詞 を横切って across
2973 経路 2 前置詞 に沿って along
2974 経路 3 前置詞 を通り抜けて through
2975 経路 4 前置詞 の上に over
2976 経路 5 副詞 囲むように around
2977 前置詞 6 前置詞 ・・・について about
2978 前置詞 7 前置詞 ・・・ように as
2979 前置詞 8 前置詞 ・・・のときに、 at
2980 前置詞 9 前置詞 ・・・によって by
2981 前置詞 10 前置詞 ・・・のために for
2982 前置詞 11 前置詞 ・・・から成る of
2983 前置詞 12 前置詞 ・・・と一緒に with
2984 前置詞 13 前置詞 ・・・を持たないで without
2985 副詞・程度・順序 1 副詞 注意深く carefully
2986 副詞・程度・順序 2 副詞 特別に especially
2987 副詞・程度・順序 3 副詞 正確に exactly
2988 副詞・程度・順序 4 副詞 最後に finally
2989 副詞・程度・順序 5 副詞 恐らく probably
2990 副詞・強調 6 副詞 ほとんど almost
2991 副詞・強調 7 副詞 ・・・もまた also
2992 副詞・強調 8 副詞 ちょうど just
2993 副詞・強調 9 副詞 本当に really
2994 副詞・強調 10 副詞 今もなお still
2995 副詞・強調 11 副詞 あまりに・・・ too
2996 頻度・回数 12 副詞 いつも always
2997 頻度・回数 13 副詞 絶えず ever
2998 頻度・回数 14 副詞 頻繁に often
2999 頻度・回数 15 副詞 一度、あるとき once
3000 頻度・回数 16 副詞 いつもは usually
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