
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

3001 成長 1 名詞 人生 life
3002 成長 2 名詞 誕生 birth
3003 成長 3 名詞 生年月日 date of birth
3004 成長 4 名詞 揺りかご cradle
3005 成長 5 名詞 よちよち歩きの幼児 toddler
3006 成長 6 名詞 幼児 infant
3007 成長 7 名詞 母性本能 maternal instinct
3008 成長 8 名詞 幼稚園 preschool
3009 成長 9 名詞 子供時代 childhood
3010 成長 10 名詞 制服 uniform
3011 成長 11 名詞 成長 growth
3012 成長 12 名詞 発達 development
3013 成長 13 名詞 段階 phase
3014 成長 14 名詞 改良 improvement
3015 成長 15 名詞 改善 reform
3016 成長 16 名詞 試練 trial
3017 成長 1 名詞 自立 independence
3018 成長 2 形容詞 生まれた born
3019 成長 3 形容詞 大胆な bold
3020 成長 4 動詞 大股で歩く stride
3021 成長 5 動詞 早める advance
3022 成長 6 動詞 甘やかす indulge
3023 成長 7 動詞 叱る scold
3024 成長 8 動詞 褒める praise
3025 成長 9 動詞 捜し求める seek
3026 成長 10 動詞 這う crawl
3027 成長 11 動詞 成長する grow
3028 成長 12 動詞 抱き締める embrace
3029 成長 13 動詞 挑戦する challenge
3030 成長 14 動詞 頼る depend
3031 成長 15 動詞 登録する register
3032 喜び 1 名詞 感情 emotion
3033 喜び 2 名詞 叫ぶこと exclamation
3034 喜び 3 名詞 情熱 passion
3035 喜び 4 名詞 満足 satisfaction
3036 喜び 5 名詞 賞賛 praise
3037 喜び 6 名詞 安堵 relief
3038 喜び 7 名詞 幸運 fortune
3039 喜び 8 形容詞 感動しやすい emotional
3040 喜び 9 形容詞 心の広い broad-minded
3041 喜び 10 形容詞 満足している contented
3042 喜び 11 形容詞 満足した satisfied
3043 喜び 12 形容詞 快適な comfortable
3044 喜び 13 形容詞 機嫌が良い cheerful
3045 喜び 14 形容詞 喜んでいる delighted
3046 喜び 15 形容詞 気持ちの良い pleasant
3047 喜び 16 副詞 幸いにも fortunately
3048 喜び 17 副詞 気楽に comfortably
3049 喜び 18 動詞 大喜びさせる delight
3050 喜び 19 動詞 和らげる ease
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3051 喜び 20 動詞 寛ぐ（くるろぐ） relax
3052 喜び 21 動詞 満足させる satisfy
3053 悲しみ 1 名詞 恥 shame
3054 悲しみ 2 名詞 嘲りの的 butt
3055 悲しみ 3 名詞 不満 complaint
3056 悲しみ 4 名詞 失望 disappointment
3057 悲しみ 5 名詞 哀れみ pity
3058 悲しみ 6 名詞 悲しみ sadness
3059 悲しみ 7 名詞 不満 dissatisfaction
3060 悲しみ 8 名詞 妬み envy
3061 悲しみ 9 名詞 別れ farewell
3062 悲しみ 10 名詞 慈悲 mercy
3063 悲しみ 11 形容詞 悲しんでいる sorrow
3064 悲しみ 12 形容詞 惨めな miserable
3065 悲しみ 13 形容詞 無慈悲な merciless
3066 悲しみ 14 形容詞 侮辱的な insulting
3067 悲しみ 1 形容詞 途方にくれた lost
3068 悲しみ 2 形容詞 ひりひりする sore
3069 悲しみ 3 形容詞 狼狽している upset
3070 悲しみ 4 形容詞 禿げた bald
3071 悲しみ 5 副詞 悲しげに sadly
3072 悲しみ 6 副詞 怒って angrily
3073 悲しみ 7 動詞 枯れる wither
3074 悲しみ 8 動詞 失望する be disappointed
3075 悲しみ 9 動詞 後悔する regret
3076 悲しみ 10 動詞 ため息をつく sigh
3077 悲しみ 11 動詞 傷つける hurt
3078 悲しみ 12 動詞 侮辱する insult
3079 悲しみ 13 動詞 我慢する bear
3080 悲しみ 14 動詞 馬鹿にする mock
3081 結婚 1 名詞 結婚 marriage
3082 結婚 2 名詞 最愛の人 darling
3083 結婚 3 名詞 運命 fate
3084 結婚 4 名詞 婚礼 wedding
3085 結婚 5 動詞 祝賀 celebration
3086 結婚 6 名詞 花婿 bridegroom
3087 結婚 7 名詞 花嫁 bride
3088 結婚 8 名詞 新婚旅行 honeymoon
3089 結婚 9 名詞 魅力 charm
3090 結婚 10 名詞 配偶者 spouse
3091 結婚 11 間投詞 ”おめでとう” congratulations
3092 結婚 12 名詞 新婚夫婦 newly married couple
3093 結婚 13 名詞 奥様 madam
3094 結婚 14 名詞 扶養家族 dependent
3095 結婚 15 名詞 自由な私生活 privacy
3096 結婚 16 名詞 一対 pair
3097 結婚 17 形容詞 穢れ（けがれ）のない virgin
3098 結婚 18 形容詞 形式ばらない informal
3099 結婚 19 形容詞 偉大な great
3100 結婚 20 動詞 承認する approve
3101 結婚 21 動詞 結婚する marry
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3102 結婚 22 動詞 結婚式を挙げる celebrate a wedding
3103 結婚 23 動詞 お祝いを述べる congratulate
3104 結婚 24 動詞 誓約する vow
3105 結婚 25 動詞 離婚する divorce
3106 結婚 26 動詞 祝福する bless
3107 願望 1 名詞 使命 mission
3108 願望 2 名詞 喜び pleasure
3109 願望 3 名詞 目標 objective
3110 願望 4 名詞 障害 obstacle
3111 願望 5 名詞 好機 opportunity
3112 願望 6 名詞 願書 application
3113 願望 7 名詞 意図 intention
3114 願望 8 名詞 熱中 enthusiasm
3115 願望 9 名詞 成就 achievement
3116 願望 10 名詞 名誉 honor
3117 願望 11 形容詞 多面的な才能がある versatile
3118 願望 12 形容詞 憧れに満ちた longing
3119 願望 13 形容詞 切望している eager
3120 願望 14 形容詞 熱望して keen
3121 願望 15 形容詞 大志を抱いた ambitious
3122 願望 16 形容詞 立身出世した successful
3123 願望 17 形容詞 取りつかれた obsessed
3124 願望 18 副詞 希望を持って hopefully
3125 願望 1 動詞 開花する blossom
3126 願望 2 動詞 強く望む desire
3127 願望 3 動詞 確信させる convince
3128 願望 4 動詞 追い求める pursue
3129 願望 5 動詞 成し遂げる accomplish
3130 願望 6 動詞 獲得する obtain
3131 願望 7 動詞 果たす fulfill
3132 願望 8 動詞 征服する conquer
3133 願望 9 動詞 懇願する appeal
3134 願望 10 動詞 請う beg
3135 願望 11 動詞 叶えてやる grant
3136 願望 12 動詞 要求する require
3137 願望 13 動詞 解り易くする demystify
3138 願望 14 動詞 続ける continue
3139 願望 15 動詞 切望する yearn
3140 願望 16 動詞 憧れる long for
3141 願望 17 動詞 実現する come true
3142 苦悩 1 名詞 絶望 despair
3143 苦悩 2 名詞 孤児 orphan
3144 苦悩 3 名詞 悲劇 tragedy
3145 苦悩 4 名詞 嫉妬 jealousy
3146 苦悩 5 名詞 重荷 burden
3147 苦悩 6 名詞 恐れ fear
3148 苦悩 7 名詞 緊張 stress
3149 苦悩 8 名詞 暗闇 darkness
3150 苦悩 9 名詞 失敗 failure
3151 苦悩 10 名詞 苦悩 pressure
3152 苦悩 11 名詞 不幸 misfortune
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3153 苦悩 12 名詞 困難 difficulty
3154 苦悩 13 形容詞 厳しい cruel
3155 苦悩 14 形容詞 恐ろしい awful
3156 苦悩 15 形容詞 恥ずかしい思いをする embarrassed
3157 苦悩 16 形容詞 神経質な nervous
3158 苦悩 17 形容詞 心配する worried
3159 苦悩 18 形容詞 負担になる burdensome
3160 苦悩 19 副詞 絶望的に desperately
3161 苦悩 20 動詞 目をくらませる daze
3162 苦悩 21 動詞 抜け道を見つける circumvent
3163 苦悩 22 動詞 落胆させる discourage
3164 苦悩 23 動詞 過失をしぶしぶ認める acknowledge
3165 苦悩 24 動詞 挫折感を与える frustrate
3166 苦悩 25 動詞 諦める give up
3167 苦悩 26 動詞 悪化する become worse
3168 苦悩 27 動詞 離すな Don’t let go.
3169 性格 1 名詞 性格 character
3170 性格 2 名詞 天性 nature
3171 性格 3 名詞 勇気 courage
3172 性格 4 名詞 外見 appearance
3173 性格 5 名詞 態度 attitude
3174 性格 6 名詞 優美 grace
3175 性格 7 名詞 礼儀正しいこと courtesy
3176 性格 8 名詞 思いやり kindness
3177 性格 9 名詞 忍耐 patience
3178 性格 10 名詞 個性 personality
3179 性格 11 名詞 気性 temper
3180 性格 12 形容詞 特徴的な characteristic
3181 性格 13 形容詞 謙遜した humble
3182 性格 14 形容詞 気前がよい generous
3183 性格 15 形容詞 勇敢な brave
3184 性格 16 形容詞 優しい gentle
3185 性格 17 形容詞 怠惰な lazy
3186 性格 18 形容詞 陽気な merry
3187 性格 19 形容詞 温和な mild
3188 性格 20 形容詞 辛抱強い patient
3189 性格 21 形容詞 我慢できない impatient
3190 性格 22 形容詞 丁寧な polite
3191 性格 23 形容詞 無礼な rude
3192 性格 24 形容詞 積極的な positive
3193 性格 25 形容詞 消極的な negative
3194 性格 26 形容詞 受動的な passive
3195 性格 27 形容詞 乱暴な rough
3196 性格 1 形容詞 真剣な serious
3197 性格 2 形容詞 頭の鈍い stupid
3198 性格 3 形容詞 友情のある friendly
3199 性格 4 形容詞 厳格な severe
3200 性格 5 形容詞 横柄な arrogant
3201 性格 6 形容詞 恥知らずの shameless
3202 性格 7 形容詞 悪戯な naughty
3203 性格 8 形容詞 潜在的な potential
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3204 性格 9 形容詞 不器用な awkward
3205 性格 10 形容詞 有能な capable
3206 性格 11 形容詞 気高い noble
3207 性格 12 形容詞 上品な decent
3208 性格 13 形容詞 粗野な coarse
3209 性格 14 形容詞 意地悪な nasty
3210 性格 15 形容詞 男らしい masculine
3211 性格 16 形容詞 女らしい feminine
3212 性格 17 形容詞 美男子の handsome
3213 性格 18 形容詞 愛らしい lovely
3214 性格 19 形容詞 傷つき易い vulnerable
3215 性格 20 形容詞 神経過敏の sensitive
3216 性格 21 形容詞 きちんとした neat
3217 性格 22 形容詞 平和な peaceful
3218 性格 23 形容詞 力強い powerful
3219 性格 24 形容詞 素早い rapid
3220 性格 25 形容詞 くそ真面目な earnest
3221 性格 26 形容詞 注意深い careful
3222 性格 27 形容詞 不注意な careless
3223 感情 1 名詞 型 type
3224 感情 2 名詞 正直 honesty
3225 感情 3 名詞 憎しみ hatred
3226 感情 4 名詞 自由で気まぐれな空想 fancy
3227 感情 5 名詞 鈍感 dullness
3228 感情 6 名詞 退屈 boredom
3229 感情 7 名詞 恐怖 horror
3230 感情 8 名詞 脅迫 threat
3231 感情 9 名詞 怒り anger
3232 感情 10 名詞 雰囲気 mood
3233 感情 11 名詞 精神的打撃 shock
3234 感情 12 形容詞 有難く思う thankful
3235 感情 13 形容詞 のん気な carefree
3236 感情 14 形容詞 繊細な delicate
3237 感情 15 形容詞 永遠の eternal
3238 感情 16 形容詞 自信のある confident
3239 感情 17 形容詞 意識している conscious
3240 感情 18 形容詞 精神の mental
3241 感情 19 形容詞 孤独な lonely
3242 感情 20 形容詞 怯えた frightened
3243 感情 21 形容詞 残酷な horrible
3244 感情 22 形容詞 驚くべき surprising
3245 感情 23 形容詞 気が狂った mad
3246 感情 24 形容詞 醜い ugly
3247 感情 1 形容詞 馬鹿げた silly
3248 感情 2 形容詞 驚いた surprised
3249 感情 3 形容詞 ユーモアのある humorous
3250 感情 4 形容詞 親密な intimate
3251 感情 5 形容詞 粘り強い tough
3252 感情 6 形容詞 典型的な typical
3253 感情 7 形容詞 若々しい youthful
3254 感情 8 形容詞 控え目な modest
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3255 感情 9 形容詞 快くやる willing
3256 感情 10 形容詞 価値のある worthy
3257 感情 11 形容詞 誇りを持っている proud
3258 感情 12 形容詞 十分な sufficient
3259 感情 13 形容詞 落ち着かない uneasy
3260 感情 14 形容詞 不運な unfortunate
3261 感情 15 形容詞 独特の unique
3262 感情 16 形容詞 激怒した furious
3263 感情 17 形容詞 無謀な reckless
3264 感情 18 形容詞 悪賢い cunning
3265 感情 19 形容詞 好奇心の強い curious
3266 感情 20 形容詞 変わらない constant
3267 感情 21 形容詞 信義の厚い faithful
3268 感情 22 形容詞 光栄ある glorious
3269 感情 23 形容詞 情熱的な passionate
3270 感情 24 形容詞 怯えた scared
3271 感情 1 形容詞 心情的な sentimental
3272 感情 2 形容詞 強情な stubborn
3273 感情 3 形容詞 愛嬌のある charming
3274 感情 4 形容詞 愉快な enjoyable
3275 感情 5 形容詞 劇的な dramatic
3276 感情 6 形容詞 魅力的な attractive
3277 感情 7 形容詞 感動させる moving
3278 感情 8 副詞 本気で seriously
3279 感情 9 副詞 親切な kindly
3280 感情 10 副詞 生き生きと lively
3281 感情 11 副詞 幸福に、幸いにも happily
3282 感情 12 副詞 頑固に stubbornly
3283 感情 13 副詞 やさしく gently
3284 感情 14 動詞 感情を害する offend
3285 感情 15 動詞 脅す threaten
3286 感情 16 動詞 驚かす surprise
3287 感情 17 動詞 慰める comfort
3288 感情 18 動詞 嫌う dislike
3289 感情 19 動詞 ひどく嫌う hate
3290 感情 20 動詞 むしろ・・・を選ぶ prefer
3291 感情 21 動詞 大声を出す shout
3292 感情 22 動詞 興奮して突然叫ぶ exclaim
3293 感情 23 動詞 感銘を与える impress
3294 感情 24 動詞 興奮させる excite
3295 感情 25 動詞 涙を流して泣く weep
3296 付合い 1 名詞 友好関係 friendship
3297 付合い 2 名詞 集めること collection
3298 付合い 3 名詞 招待 invitation
3299 付合い 4 名詞 行儀 manners
3300 付合い 5 名詞 知人 acquaintance
3301 付合い 6 名詞 大人 adult
3302 付合い 7 名詞 仲間 mate
3303 付合い 8 名詞 訪問者 visitor
3304 付合い 9 名詞 大酒飲み drunkard
3305 付合い 10 名詞 偏見 bias
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3306 付合い 11 名詞 本人であること identity
3307 付合い 12 名詞 同情 sympathy
3308 付合い 13 形容詞 敬愛する dear
3309 付合い 14 形容詞 同情に満ちた sympathetic
3310 付合い 15 動詞 うんざりさせる bore
3311 付合い 16 動詞 ひどく驚かせる astonish
3312 付合い 17 動詞 じっと見る stare
3313 付合い 18 動詞 招く invite
3314 付合い 19 動詞 目配せする wink
3315 成功哲学 1 名詞 誇り pride
3316 成功哲学 2 名詞 贅沢さ luxury
3317 成功哲学 3 名詞 英雄 hero
3318 成功哲学 4 名詞 先駆者 pioneer
3319 成功哲学 5 名詞 座右の銘 motto
3320 成功哲学 6 名詞 忠告 advice
3321 成功哲学 7 名詞 好機 chance
3322 成功哲学 8 名詞 徳 virtue
3323 成功哲学 9 名詞 礼儀正しさ decency
3324 成功哲学 10 名詞 機知 wits
3325 成功哲学 11 名詞 宝物 treasure
3326 成功哲学 12 名詞 生活様式 lifestyle
3327 成功哲学 13 名詞 良心 conscience
3328 成功哲学 14 名詞 注意力 attention
3329 成功哲学 15 名詞 節約 saving
3330 成功哲学 16 名詞 違い difference
3331 成功哲学 17 名詞 支持者 supporter
3332 成功哲学 18 名詞 寄付 contribution
3333 成功哲学 19 名詞 刷りこみ imprinting
3334 成功哲学 20 形容詞 想像上の ideal
3335 成功哲学 21 動詞 感嘆する admire
3336 挑戦 1 名詞 探検者 explorer
3337 挑戦 2 名詞 先見性 vision
3338 挑戦 3 名詞 生き方 a way of life
3339 挑戦 4 名詞 足跡 footprint
3340 挑戦 5 名詞 足音 footsteps
3341 挑戦 6 名詞 無能力 incompetence
3342 挑戦 7 名詞 苛立ち annoyance
3343 挑戦 8 名詞 目標 goal
3344 挑戦 9 名詞 臆病 cowardice
3345 挑戦 10 名詞 臆病者 coward
3346 挑戦 11 名詞 知恵 wisdom
3347 挑戦 12 名詞 奨学生 scholarship
3348 挑戦 13 名詞 保険 insurance
3349 挑戦 14 形容詞 無力の helpless
3350 挑戦 15 形容詞 望みをなくした hopeless
3351 挑戦 16 形容詞 唯一の only
3352 挑戦 17 形容詞 究極の ultimate
3353 挑戦 18 動詞 押しつぶす crush
3354 挑戦 19 動詞 超える surpass
3355 挑戦 20 動詞 鼓舞する inspire
3356 挑戦 21 動詞 勇気付ける encourage
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3357 挑戦 22 動詞 実現する realize
3358 挑戦 23 動詞 知覚する perceive
3359 挑戦 24 動詞 推奨する recommend
3360 挑戦 25 動詞 気分をさわやかにする refresh
3361 挑戦 26 動詞 輝く glow
3362 挑戦 27 動詞 突き当たる bump
3363 挑戦 28 動詞 頼る rely
3364 挑戦 29 動詞 人の心を掻き立てる stir
3365 挑戦 30 動詞 怠る neglect
3366 挑戦 31 動詞 這い登る scramble
3367 葬祭 1 名詞 死 death
3368 葬祭 2 名詞 遺族 the bereaved family
3369 葬祭 3 名詞 儀式 ceremony
3370 葬祭 4 名詞 葬儀 funeral
3371 葬祭 5 名詞 喪中 in mourning
3372 葬祭 6 名詞 お悔やみ condolence
3373 葬祭 7 名詞 墓穴 grave
3374 葬祭 8 名詞 共同墓地 cemetery
3375 葬祭 9 名詞 棺 coffin
3376 葬祭 10 名詞 礼服 robes
3377 葬祭 11 名詞 墓 tomb
3378 葬祭 12 動詞 埋葬する bury
3379 葬祭 13 動詞 死ぬ die
3380 葬祭 14 動詞 生き返る come back to life
3381 人生 1 名詞 威厳 dignity
3382 人生 2 名詞 楽観主義 optimism
3383 人生 3 名詞 悲観主義 pessimism
3384 人生 4 名詞 一部分 portion
3385 人生 5 名詞 名声 fame
3386 人生 6 名詞 満了 expiration
3387 人生 7 名詞 天災 disaster
3388 人生 8 形容詞 個人の private
3389 人生 9 形容詞 左利きの left-handed
3390 人生 10 形容詞 博学な learned
3391 人生 11 形容詞 明らかな obvious
3392 人生 12 形容詞 素直な straight
3393 人生 13 形容詞 独特の peculiar
3394 人生 14 形容詞 奇妙な strange
3395 人生 15 形容詞 そのような such
3396 人生 16 形容詞 素晴らしい fine
3397 人生 17 形容詞 共通の、よくある common
3398 人生 18 形容詞 似ている similar
3399 人生 19 形容詞 滑らかな smooth
3400 人生 20 形容詞 最高級の super
3401 人生 21 形容詞 過酷な terrible
3402 人生 1 形容詞 恐れる afraid
3403 人生 2 形容詞 半永久的な permanent
3404 人生 3 形容詞 邪悪な evil
3405 人生 4 形容詞 独立した independent
3406 人生 5 形容詞 妬んで jealous
3407 人生 6 形容詞 我儘な selfish
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3408 人生 7 形容詞 感じ取れる sensible
3409 人生 8 形容詞 恥ずかしがり屋な shy
3410 人生 9 形容詞 誠実な sincere
3411 人生 10 形容詞 厳格な strict
3412 人生 11 形容詞 心配している anxious
3413 人生 12 形容詞 気が狂った crazy
3414 人生 13 形容詞 愚かな foolish
3415 人生 14 形容詞 しっかり固定された steady
3416 人生 15 形容詞 強張った stiff
3417 人生 16 形容詞 恥じている ashamed
3418 人生 17 形容詞 荒廃した desolate
3419 人生 18 形容詞 心を痛める bitter
3420 人生 19 形容詞 視覚の visual
3421 人生 20 形容詞 人目を引く noticeable
3422 人生 21 形容詞 抗議する protest
3423 人生 22 形容詞 稀な rare
3424 人生 23 形容詞 素敵な wonderful
3425 人生 24 形容詞 現存する living
3426 人生 1 副詞 心から sincerely
3427 人生 2 副詞 見事に beautifully
3428 人生 3 副詞 静かに quietly
3429 人生 4 副詞 大声で loudly
3430 人生 5 副詞 柔らかく softly
3431 人生 6 動詞 気がつく notice
3432 人生 7 動詞 びっくりさせる startle
3433 人生 8 動詞 困惑させる bother
3434 人生 9 動詞 感謝する appreciate
3435 人生 10 動詞 思い出させる remind
3436 人生 11 動詞 尊敬する respect
3437 人生 12 動詞 警報を発する alarm
3438 人生 13 動詞 気付く awake
3439 人生 14 動詞 妨害する disturb
3440 人生 15 動詞 ほおる toss
3441 人生 16 動詞 受諾する accept
3442 人生 17 動詞 逃す miss
3443 人生 18 動詞 忠告する advise
3444 人生 19 動詞 認める allow
3445 人生 20 動詞 補助的に助ける assist
3446 人生 1 動詞 所属する belong
3447 人生 2 動詞 導く lead
3448 人生 3 動詞 擦り落とす scrape
3449 人生 4 動詞 眠くてこっくりする nod
3450 人生 5 動詞 啜る suck
3451 人生 6 動詞 提供する offer
3452 人生 7 動詞 返事をする reply
3453 人生 8 動詞 軽く叩く pat
3454 人生 9 動詞 待遇する treat
3455 人生 10 動詞 同行する、付随する accompany
3456 人生 11 動詞 囁く whisper
3457 人生 12 動詞 保証する guarantee
3458 人生 13 動詞 続いている continue
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3459 人生 14 動詞 気絶させる stun
3460 人生 15 動詞 防ぐ prevent
3461 人生 16 動詞 台無しにする spoil
3462 人生 17 動詞 ぎょっとさせる frighten
3463 人生 18 動詞 装う pretend
3464 人生 19 動詞 見捨てる abandon
3465 人生 20 動詞 騙す deceive
3466 人生 21 動詞 参加する participate
3467 量・大きさ 1 名詞 総計 amount
3468 量・大きさ 2 名詞 重さ weight
3469 量・大きさ 3 名詞 程度、度 degree
3470 量・大きさ 4 名詞 状態 condition
3471 量・大きさ 5 名詞 深さ depth
3472 量・大きさ 6 名詞 隔たり distance
3473 量・大きさ 7 名詞 高さ height
3474 量・大きさ 8 名詞 集団 mass
3475 量・大きさ 9 名詞 充分 plenty
3476 量・大きさ 10 名詞 分け前 share
3477 量・大きさ 11 形容詞 とても小さい tiny
3478 方向・位置 1 名詞 範囲 area
3479 方向・位置 2 名詞 底辺 base
3480 方向・位置 3 名詞 底 bottom
3481 方向・位置 4 名詞 端 edge
3482 方向・位置 5 名詞 箇所 spot
3483 方向・位置 6 名詞 方角 direction
3484 方向・位置 7 名詞 通路 passage
3485 方向・位置 8 形容詞 直接の direct
3486 方向・位置 9 形容詞 正反対の opposite
3487 方向・位置 10 形容詞 間接の indirect
3488 方向・位置 11 形容詞 西にある western
3489 方向・位置 12 形容詞 東にある eastern
3490 方向・位置 13 形容詞 北にある northern
3491 方向・位置 14 形容詞 南にある southern
3492 方向・位置 15 副詞 直接的に directly
3493 方向・位置 16 副詞 間接的に indirectly
3494 方向・位置 17 副詞 前方に ahead
3495 方向・位置 18 副詞 離れて apart
3496 方向・位置 19 副詞 傍らに aside
3497 方向・位置 20 副詞 どこにもない nowhere
3498 方向・位置 21 副詞 どこでも everywhere
3499 方向・位置 22 副詞 どこでも、どこかに anywhere
3500 方向・位置 23 副詞 どこかに、およそ somewhere
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