
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

3501 職業 1 名詞 勤め口 job
3502 職業 2 名詞 会議 meeting
3503 職業 3 名詞 仕事 work
3504 職業 4 名詞 職業 occupation
3505 職業 5 名詞 会計士 accountant
3506 職業 6 名詞 建築士 architect
3507 職業 7 名詞 芸術家 artist
3508 職業 8 名詞 ベビーシッター baby-sitter
3509 職業 9 名詞 パンを焼く人 baker
3510 職業 10 名詞 理髪師 barber
3511 職業 11 名詞 バス運転手 bus driver
3512 職業 12 名詞 実業家 businessman
3513 職業 13 名詞 肉屋 butcher
3514 職業 14 名詞 大工 carpenter
3515 職業 15 名詞 レジ係 cashier
3516 職業 16 名詞 料理人 cook
3517 職業 17 名詞 ウェートレス waitress
3518 職業 18 名詞 ホステス hostess
3519 職業 19 名詞 レスラー wrestler
3520 職業 20 名詞 銀行家 banker
3521 職業 21 名詞 美容師 beautician
3522 職業 22 名詞 書籍販売業 bookseller
3523 職業 23 名詞 ボクサー boxer
3524 職業 1 名詞 土木技師 civil engineer
3525 職業 2 名詞 プログラマー computer programmer
3526 職業 3 名詞 ダンサー dancer
3527 職業 4 名詞 歯科医 dentist
3528 職業 5 名詞 医者 doctor
3529 職業 6 名詞 物理学者 physicist
3530 職業 7 名詞 エンジニア engineer
3531 職業 8 名詞 農業経営者 farmer
3532 職業 9 名詞 消防士 firefighter
3533 職業 10 名詞 漁師 fisherman
3534 職業 11 名詞 花屋 florist
3535 職業 12 名詞 造園士 gardener
3536 職業 13 名詞 グラフィックデザイナーgraphic designer
3537 職業 14 名詞 美容師 hairdresser
3538 職業 15 名詞 家政婦 housekeeper
3539 職業 16 名詞 猟師 huntsman
3540 職業 17 名詞 イラストレーター illustrator
3541 職業 18 名詞 通訳 interpreter
3542 職業 19 名詞 ジャーナリスト journalist
3543 職業 20 名詞 ＜英＞弁護士 lawyer
3544 職業 21 名詞 郵便集配人 mailman
3545 職業 22 名詞 経営者 manager
3546 職業 23 名詞 ＜英＞商人 merchant
3547 職業 1 名詞 ファッションモデル fashion model
3548 職業 2 名詞 音楽家 musician
3549 職業 3 名詞 ニュースキャスター newscaster
3550 職業 4 名詞 看護師 nurse
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3551 職業 5 名詞 看護福祉士 care worker
3552 職業 6 名詞 薬剤師 druggist
3553 職業 7 名詞 栄養士 dietician
3554 職業 8 名詞 税理士 licensed tax accountant
3555 職業 9 名詞 役人 officer
3556 職業 10 名詞 オペレーター operator
3557 職業 11 名詞 画家 painter
3558 職業 12 名詞 写真家 photographer
3559 職業 13 名詞 ピアニスト pianist
3560 職業 14 名詞 パイロット pilot
3561 職業 15 名詞 警察官 police officer
3562 職業 16 名詞 政治家 politician
3563 職業 17 名詞 プロの professional
3564 職業 18 名詞 プロ野球選手 professional baseball player
3565 職業 19 動詞 強要する compel
3566 職業 20 名詞 大学教授 professor
3567 職業 21 名詞 公務員 public official
3568 職業 22 名詞 船員 sailor
3569 職業 23 名詞 販売員 salesman
3570 職業 1 名詞 科学者 scientist
3571 職業 2 名詞 秘書 secretary
3572 職業 3 名詞 使用人 servant
3573 職業 4 名詞 小売店主 shopkeeper
3574 職業 5 名詞 歌手 singer
3575 職業 6 名詞 スチューワーデス stewardess
3576 職業 7 名詞 客室業務員 flight attendant
3577 職業 8 名詞 仕立屋 tailor
3578 職業 9 名詞 タクシー運転手 taxi driver
3579 職業 10 名詞 トラック運転手 truck driver
3580 職業 11 名詞 翻訳者 translator
3581 職業 12 名詞 テレビタレント ＴＶ personality
3582 職業 13 名詞 タイピスト typist
3583 職業 14 名詞 獣医 veterinarian
3584 職業 15 名詞 バイオリン奏者 violinist
3585 職業 16 名詞 消防士 fireman
3586 職業 17 名詞 機械工 mechanic
3587 職業 18 名詞 退職者 retiree
3588 職業 19 名詞 賃金 wage
3589 職業 20 名詞 作家 writer
3590 職業 21 形容詞 仕事のない idle
3591 職業 22 形容詞 社会的な social
3592 思考動作 1 動詞 仲間に加える associate
3593 思考動作 2 動詞 良く考える consider
3594 思考動作 3 動詞 決心する determine
3595 思考動作 4 動詞 同一人物であると認めるidentify
3596 思考動作 5 動詞 ～するつもりである intend
3597 思考動作 6 動詞 見なす regard
3598 思考動作 7 動詞 仮定する suppose
3599 思考動作 8 動詞 怪しむ doubt
3600 思考動作 9 動詞 予測する、期待する expect
3601 思考動作 10 動詞 推測する guess
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3602 思考動作 11 名詞 想像 imagination
3603 思考動作 12 動詞 想像する imagine
3604 思考動作 13 名詞 考えること thinking
3605 思考動作 14 名詞 考え thought
3606 思考動作 15 動詞 願う wish
3607 思考動作 16 動詞 不思議に思う wonder
3608 思考動作 1 動詞 近づく approach
3609 思考動作 2 動詞 配列する arrange
3610 思考動作 3 名詞 整理整頓 arrangement
3611 思考動作 4 動詞 分ける、分かれる divide
3612 思考動作 5 動詞 流れる flow
3613 思考動作 6 動詞 後について行く follow
3614 思考動作 7 動詞 強いる force
3615 思考動作 8 動詞 掛ける hang
3616 思考動作 9 動詞 隠す hide
3617 思考動作 10 動詞 押し付ける press
3618 思考動作 11 動詞 取り除く remove
3619 思考動作 12 動詞 転がる、転がす roll
3620 思考動作 13 動詞 殺到する rush
3621 思考動作 14 動詞 分離する separate
3622 思考動作 15 動詞 滑る、滑らせる slide
3623 思考動作 16 動詞 滑る slip
3624 農業 1 名詞 農業経営 farming
3625 農業 2 名詞 風車 windmill
3626 農業 3 名詞 杭 stake
3627 農業 4 名詞 温室 greenhouse
3628 農業 5 名詞 房 bunch
3629 農業 6 名詞 トラクター tractor
3630 農業 7 名詞 熊手 rake
3631 農業 8 名詞 農学 agriculture
3632 農業 9 名詞 農場 farm
3633 農業 10 名詞 小作人 sharecropper
3634 農業 11 名詞 植物学 botany
3635 農業 12 名詞 遺伝学 genetics
3636 農業 13 名詞 放牧場 pasture
3637 農業 14 形容詞 害を及ぼす harmful
3638 農業 15 動詞 耕す cultivate
3639 農業 16 動詞 鋏でちょきんと切る snip
3640 農業 17 動詞 砕く grind
3641 農業 18 動詞 織物を織る weave
3642 製造業 1 名詞 操作 operation
3643 製造業 2 名詞 機器 equipment
3644 製造業 3 名詞 装置 device
3645 製造業 4 名詞 品質 quality
3646 製造業 5 名詞 量 quantity
3647 製造業 6 名詞 成果 outcome
3648 製造業 7 名詞 敷地 site
3649 製造業 8 名詞 生産者 producer
3650 製造業 9 名詞 鋲 rivet
3651 製造業 10 名詞 強さ strength
3652 製造業 11 名詞 組立て assembly

3 / 10 ページ



3653 製造業 12 名詞 ガラス製品 glassworks
3654 製造業 13 名詞 機械 machine
3655 製造業 14 名詞 製粉所 flour mill
3656 製造業 15 名詞 公害 pollution
3657 製造業 16 名詞 スモッグ smog
3658 製造業 17 名詞 火花 spark
3659 製造業 18 名詞 リモートコントロール remote control
3660 製造業 19 名詞 制限 restriction
3661 製造業 1 名詞 評価 evaluation
3662 製造業 2 名詞 熟練した人 expert
3663 製造業 3 名詞 要素 factor
3664 製造業 4 名詞 分割 division
3665 製造業 5 名詞 最終期限 deadline
3666 製造業 6 名詞 維持 maintenance
3667 製造業 7 名詞 土台 foundation
3668 製造業 8 名詞 パイプ pipe
3669 製造業 9 名詞 骨組 frame
3670 製造業 10 名詞 住宅供給 housing
3671 製造業 11 名詞 体系 system
3672 製造業 12 名詞 張り出し玄関 porch
3673 製造業 13 形容詞 滑りやすい slippery
3674 製造業 14 形容詞 空洞の hollow
3675 製造業 15 形容詞 自動の automatic
3676 製造業 16 形容詞 機械の mechanical
3677 製造業 17 形容詞 有毒な poisonous
3678 製造業 18 形容詞 熟練した skilled
3679 製造業 1 動詞 スプレーする spray
3680 製造業 2 動詞 組み立てる assemble
3681 製造業 3 動詞 変形させる transform
3682 製造業 4 動詞 操作する operate
3683 製造業 5 動詞 発生させる generate
3684 製造業 6 動詞 回収する recall
3685 製造業 7 動詞 突き刺す stick
3686 製造業 8 動詞 製造する manufacture
3687 製造業 9 動詞 詰まる jam
3688 製造業 10 動詞 延長する extend
3689 製造業 11 動詞 しっかり固定する fasten
3690 製造業 12 動詞 することを禁ずる forbid
3691 製造業 13 動詞 証明する verify
3692 製造業 14 動詞 維持する maintain
3693 製造業 15 動詞 結合する join
3694 製造業 16 動詞 打つ strike
3695 製造業 17 動詞 縛る bind
3696 製造業 18 動詞 セメントで接着する cement
3697 製造業 19 動詞 破裂する burst
3698 製造業 20 動詞 破壊する destroy
3699 会社経営 1 名詞 象徴 symbol
3700 会社経営 2 名詞 本社 headquarters
3701 会社経営 3 名詞 署名 signature
3702 会社経営 4 名詞 重役 director
3703 会社経営 5 名詞 会社 company
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3704 会社経営 6 名詞 立場 position
3705 会社経営 7 名詞 従業員 employee
3706 会社経営 8 名詞 雇い主 employer
3707 会社経営 9 名詞 雇用 employment
3708 会社経営 10 名詞 法人 corporation
3709 会社経営 11 名詞 予算 budget
3710 会社経営 12 名詞 割り当てられた職責 assignment
3711 会社経営 13 名詞 資本 capital
3712 会社経営 14 名詞 報奨金 incentive
3713 会社経営 15 名詞 選択の自由 option
3714 会社経営 16 名詞 提携 alliance
3715 会社経営 17 名詞 内容見本 prospectus
3716 会社経営 18 名詞 会議事項、議題、予定表agenda
3717 会社経営 19 名詞 代理人 agent
3718 会社経営 20 名詞 社長 president
3719 会社経営 21 名詞 組織 organization
3720 会社経営 22 名詞 集団の長 chief
3721 会社経営 23 名詞 過労 overwork
3722 会社経営 24 名詞 覚書 memo
3723 会社経営 1 名詞 合併 merger
3724 会社経営 2 名詞 新顔 newcomer
3725 会社経営 3 名詞 共同出資者 partner
3726 会社経営 4 名詞 地位 post
3727 会社経営 5 名詞 演説 speech
3728 会社経営 6 名詞 取締役会 board of directors
3729 会社経営 7 名詞 代表者 representative
3730 会社経営 8 名詞 経営幹部 executive
3731 会社経営 9 名詞 株主 shareholder
3732 会社経営 10 名詞 給料 salary
3733 会社経営 11 名詞 設立 institution
3734 会社経営 12 名詞 責任 responsibility
3735 会社経営 13 名詞 入場許可 admission
3736 会社経営 14 名詞 解雇 dismissal
3737 会社経営 15 名詞 役割 part
3738 会社経営 16 名詞 会議 conference
3739 会社経営 17 名詞 協定 accord
3740 会社経営 18 名詞 説明責任 accountability
3741 会社経営 19 形容詞 法人の corporate
3742 会社経営 20 形容詞 秘密の confidential
3743 会社経営 21 形容詞 動的な dynamic
3744 会社経営 22 形容詞 有給の paid
3745 会社経営 23 形容詞 将来有望な promising
3746 会社経営 1 動詞 設立する establish
3747 会社経営 2 動詞 創設する found
3748 会社経営 3 動詞 新人を入れる recruit
3749 会社経営 4 動詞 待ち受ける await
3750 会社経営 5 動詞 組織する organize
3751 会社経営 6 動詞 雇用する employ
3752 会社経営 7 動詞 従事させる engage
3753 会社経営 8 動詞 同意する agree
3754 会社経営 9 動詞 経営する manage
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3755 会社経営 10 動詞 秘密にする conceal
3756 会社経営 11 動詞 締結する conclude
3757 会社経営 12 動詞 代表する represent
3758 会社経営 13 動詞 解雇する dismiss
3759 会社経営 14 動詞 漏らす leak
3760 会社経営 15 動詞 署名する sign
3761 会社経営 16 動詞 ・・・のままである remain
3762 会社経営 17 動詞 言及する mention
3763 会社経営 18 動詞 辞職する resign
3764 会社経営 19 動詞 退職する retire
3765 会社経営 20 動詞 妨げる hinder
3766 会社経営 21 動詞 精を出す hustle
3767 営業職 1 名詞 計算器 calculator
3768 営業職 2 名詞 バインダー binder
3769 営業職 3 名詞 商売 business
3770 営業職 4 名詞 場合 case
3771 営業職 5 名詞 業者 dealer
3772 営業職 6 名詞 見通し prospect
3773 営業職 7 名詞 小さい会社 firm
3774 営業職 8 名詞 利益 profit
3775 営業職 9 名詞 宴会 reception
3776 営業職 10 名詞 自動販売機 vending machine
3777 営業職 11 名詞 仕事量 workload
3778 営業職 12 名詞 模造品 imitation
3779 営業職 13 名詞 関係 connection
3780 営業職 14 名詞 結果 consequence
3781 営業職 15 名詞 適用範囲 coverage
3782 営業職 16 名詞 不一致 disagreement
3783 営業職 17 名詞 不足している lack
3784 営業職 18 名詞 最大限 maximum
3785 営業職 19 名詞 最小限 minimum
3786 営業職 20 形容詞 あまり高くない reasonable
3787 営業職 21 形容詞 独占的な exclusive
3788 営業職 1 動詞 変える alter
3789 営業職 2 動詞 討論する debate
3790 営業職 3 動詞 見積もる estimate
3791 営業職 4 動詞 説明する explain
3792 営業職 5 動詞 言葉で表現する express
3793 営業職 6 動詞 放棄する quit
3794 営業職 7 動詞 激怒する rage
3795 営業職 8 動詞 に似ている resemble
3796 営業職 9 動詞 憤慨する resent
3797 営業職 10 動詞 認める admit
3798 営業職 11 動詞 採用する adopt
3799 営業職 12 動詞 議論する argue
3800 営業職 13 動詞 正式に認める confirm
3801 営業職 14 動詞 を強く要求する insist
3802 営業職 15 動詞 断る refuse
3803 営業職 16 動詞 拒絶する reject
3804 営業職 17 動詞 選ぶ select
3805 営業職 18 動詞 解決する settle
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3806 営業職 19 動詞 省略する abbreviate
3807 営業職 20 動詞 失望させる frustrate
3808 21 動詞 衝突する crash
3809 営業職 22 動詞 連絡を取る contact
3810 営業職 23 動詞 愛想をつかす disgust
3811 営業職 24 動詞 取り消す cancel
3812 営業職 25 動詞 虜にする fascinate
3813 専門職 1 名詞 業務の処理 transaction
3814 専門職 2 名詞 スタッフ staff
3815 専門職 3 名詞 全職員 personnel
3816 専門職 4 名詞 優遇 preference
3817 専門職 5 名詞 専門的職業 profession
3818 専門職 6 名詞 翻訳 translation
3819 専門職 7 名詞 手順 procedure
3820 専門職 8 名詞 範囲 range
3821 専門職 9 名詞 地所 estate
3822 専門職 10 名詞 森林伐採 deforestation
3823 専門職 11 名詞 知性 intelligence
3824 専門職 12 名詞 熟練 skill
3825 専門職 13 名詞 才能 talent
3826 専門職 14 名詞 技量 technique
3827 専門職 15 名詞 例外 exception
3828 専門職 16 名詞 展覧会 exhibition
3829 専門職 17 名詞 手際の良さ facility
3830 専門職 1 名詞 図解 diagram
3831 専門職 2 名詞 専門家 specialist
3832 専門職 3 名詞 職歴 career
3833 専門職 4 形容詞 平易な plain
3834 専門職 5 形容詞 賢い clever
3835 専門職 6 形容詞 効果的な effective
3836 専門職 7 形容詞 専門的な technical
3837 専門職 8 形容詞 より優れた superior
3838 専門職 9 動詞 公式化する formulate
3839 専門職 10 動詞 転換する convert
3840 専門職 11 動詞 する価値がある deserve
3841 専門職 12 動詞 達成する achieve
3842 専門職 13 動詞 使い果たす exhaust
3843 専門職 14 動詞 集中する concentrate
3844 専門職 15 動詞 活気づける cheer
3845 専門職 16 動詞 探索する search
3846 専門職 17 動詞 認識する recognize
3847 金融業 1 名詞 総額 sum
3848 金融業 2 名詞 貸付金 loan
3849 金融業 3 名詞 超過 excess
3850 金融業 4 名詞 利子 interest
3851 金融業 5 名詞 通貨 currency
3852 金融業 6 名詞 赤字 deficit
3853 金融業 7 名詞 借方 debit
3854 金融業 8 名詞 借金 debt
3855 金融業 9 名詞 契約書 contract
3856 金融業 10 名詞 不履行 breach
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3857 金融業 11 名詞 会計検査 audit
3858 金融業 12 名詞 口座 account
3859 金融業 13 名詞 偽造 forgery
3860 金融業 14 名詞 紙幣 bill
3861 金融業 15 名詞 貨幣 coin
3862 金融業 16 名詞 金貨 gold
3863 金融業 17 名詞 値段 cost
3864 金融業 18 名詞 真珠 pearl
3865 金融業 19 名詞 為替相場 rate
3866 金融業 1 名詞 税金 tax
3867 金融業 2 形容詞 当然支払うべき due
3868 金融業 3 形容詞 金銭上の借りがある owing
3869 金融業 4 形容詞 貴重な valuable
3870 金融業 5 名詞 価値 value
3871 金融業 6 名詞 富 wealth
3872 金融業 7 形容詞 貴重な、高価な precious
3873 金融業 8 形容詞 価値がある worth
3874 金融業 9 動詞 合併する merge
3875 金融業 10 動詞 増加させる multiply
3876 金融業 11 動詞 縮小する reduce
3877 金融業 12 動詞 預金する deposit
3878 金融業 13 動詞 減る decrease
3879 金融業 14 動詞 増える increase
3880 金融業 15 動詞 請求する charge
3881 金融業 16 動詞 賭ける bet
3882 金融業 17 動詞 比較する compare
3883 金融業 18 動詞 得る gain
3884 金融業 19 動詞 借りている owe
3885 研究開発職 1 名詞 記事、項目 article
3886 研究開発職 2 名詞 図表 chart
3887 研究開発職 3 名詞 記述 description
3888 研究開発職 4 名詞 書類 document
3889 研究開発職 5 名詞 特徴 feature
3890 研究開発職 6 名詞 索引 index
3891 研究開発職 7 名詞 項目 item
3892 研究開発職 8 名詞 定期刊行物 journal
3893 研究開発職 9 名詞 ラベル label
3894 研究開発職 10 名詞 言い回し phrase
3895 研究開発職 11 名詞 読むこと reading
3896 研究開発職 12 名詞 ファイル file
3897 研究開発職 13 副詞 声を出して aloud
3898 研究開発職 14 動詞 翻訳する translate
3899 研究開発職 15 動詞 頭を悩ます puzzle
3900 研究開発職 16 動詞 回復する restore
3901 研究開発職 17 動詞 維持する retain
3902 研究開発職 18 動詞 明らかにする reveal
3903 研究開発職 19 動詞 取り扱う handle
3904 研究開発職 20 動詞 干渉する interfere
3905 研究開発職 21 動詞 巻き込む involve
3906 仕事 1 名詞 内容 contents
3907 仕事 2 名詞 決定 decision
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3908 仕事 3 名詞 職務 task
3909 仕事 4 名詞 地位 status
3910 仕事 5 名詞 貯蔵 storage
3911 仕事 6 名詞 指示 instruction
3912 仕事 7 名詞 タイプライター typewriter
3913 仕事 8 名詞 報酬 reward
3914 仕事 9 名詞 計画 scheme
3915 仕事 10 名詞 機能不全 malfunction
3916 仕事 11 名詞 余地 margin
3917 仕事 12 名詞 手がかり hint
3918 仕事 13 名詞 衝動 impulse
3919 仕事 14 名詞 即座の instant
3920 仕事 15 名詞 理由 reason
3921 仕事 16 名詞 考え view
3922 仕事 17 名詞 貿易 trade
3923 仕事 18 名詞 休日 holiday
3924 仕事 19 名詞 休暇 vacation
3925 仕事 20 名詞 最新の up-to-date
3926 仕事 21 名詞 討議する discussion
3927 仕事 22 名詞 重要性 importance
3928 仕事 23 名詞 意見 opinion
3929 仕事 24 名詞 結果 result
3930 仕事 25 名詞 議題 subject
3931 仕事 26 名詞 細部 detail
3932 仕事 1 形容詞 性急な haste
3933 仕事 2 形容詞 人前であがる feel self-conscious
3934 仕事 3 形容詞 不当に高い steep
3935 仕事 4 形容詞 適した suitable
3936 仕事 5 形容詞 責任を負うべき liable
3937 仕事 6 前置詞 ごとに per
3938 仕事 7 形容詞 臨時の temporary
3939 仕事 8 形容詞 手動の manual
3940 仕事 9 形容詞 間接的な indirect
3941 仕事 10 形容詞 個々人の individual
3942 仕事 11 形容詞 内部にある interior
3943 仕事 12 形容詞 外部にある exterior
3944 仕事 13 形容詞 不規則な irregular
3945 仕事 14 形容詞 先導する leading
3946 仕事 15 形容詞 絶対に必要な essential
3947 仕事 16 形容詞 必要以上の extra
3948 仕事 17 形容詞 薄暗い dim
3949 仕事 18 形容詞 反抗的な defiant
3950 仕事 19 形容詞 気遣って concerned
3951 仕事 20 形容詞 批評の critical
3952 仕事 21 形容詞 決定的な crucial
3953 仕事 22 形容詞 気が進まない reluctant
3954 仕事 23 形容詞 満足して content
3955 仕事 24 形容詞 特定の specific
3956 仕事 1 動詞 再び始める resume
3957 仕事 2 動詞 遅らせる delay
3958 仕事 3 動詞 背筋を伸ばして立つ straighten
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3959 仕事 4 動詞 歪む strain
3960 仕事 5 動詞 うまく対処する cope
3961 仕事 6 動詞 産出する yield
3962 仕事 7 動詞 主張する claim
3963 仕事 8 動詞 不平を言う complain
3964 仕事 9 動詞 否定する deny
3965 仕事 10 動詞 状況を説明する describe
3966 仕事 11 動詞 討議する discuss
3967 仕事 12 動詞 自説を翻す overturn
3968 仕事 13 動詞 軽く叩く tap
3969 仕事 14 動詞 示唆する suggest
3970 仕事 15 動詞 結合させる unite
3971 仕事 16 動詞 ひっくり返す upset
3972 仕事 17 動詞 急き立てる urge
3973 仕事 18 動詞 消える vanish
3974 仕事 19 動詞 変わる vary
3975 仕事 20 動詞 提出する submit
3976 仕事 21 動詞 代わりに用いる substitute
3977 仕事 22 動詞 怪しいと思う suspect
3978 仕事 23 動詞 引き裂く rip
3979 仕事 1 動詞 ごちゃ混ぜにする scramble
3980 仕事 2 動詞 位置を変える shift
3981 仕事 3 動詞 縮む shrink
3982 仕事 4 動詞 圧搾する squeeze
3983 仕事 5 動詞 ぶつぶつ不平をいう mutter
3984 仕事 6 動詞 積み上げる pile
3985 仕事 7 動詞 偏見を持たせる prejudice
3986 仕事 8 動詞 禁止する prohibit
3987 仕事 9 動詞 掴む grasp
3988 仕事 10 動詞 ほのめかす imply
3989 仕事 11 動詞 いらいらさせる irritate
3990 仕事 12 動詞 衰える decline
3991 仕事 13 副詞 時折 occasionally
3992 仕事 14 動詞 捕える grab
3993 仕事 15 動詞 育成する foster
3994 仕事 16 動詞 相違を見分ける distinguish
3995 仕事 17 動詞 慣れる accustom
3996 仕事 18 動詞 唱導する advocate
3997 仕事 19 動詞 多様化させる diversify
3998 仕事 20 動詞 泡立つ foam
3999 仕事 21 動詞 見直す review
4000 仕事 22 動詞 無視する ignore
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