
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

4001 政治・行政 1 名詞 政治 politics
4002 政治・行政 2 名詞 国会議事堂（米国） the Capitol
4003 政治・行政 3 名詞 国会議事堂（日本） the Diet Building
4004 政治・行政 4 名詞 会期 session
4005 政治・行政 5 名詞 政治制度 regime
4006 政治・行政 6 名詞 国 nation
4007 政治・行政 7 名詞 政府 government
4008 政治・行政 8 名詞 総理大臣 Prime Minister
4009 政治・行政 9 名詞 知事 governor
4010 政治・行政 10 名詞 県 prefecture
4011 政治・行政 11 名詞 県庁 prefectural office
4012 政治・行政 12 名詞 国会 parliament
4013 政治・行政 13 名詞 行政 administration
4014 政治・行政 14 名詞 議長 chairman
4015 政治・行政 15 名詞 歳入 revenue
4016 政治・行政 16 名詞 規則 rule
4017 政治・行政 17 名詞 議論 argument
4018 政治・行政 18 名詞 大臣 minister
4019 政治・行政 19 名詞 委員会 committee
4020 政治・行政 20 名詞 副官 deputy
4021 政治・行政 21 名詞 声明 statement
4022 政治・行政 22 名詞 状況 situation
4023 政治・行政 1 形容詞 保守的な conservative
4024 政治・行政 2 形容詞 繁栄している prosperous
4025 政治・行政 3 形容詞 政治的な political
4026 政治・行政 4 形容詞 公式の official
4027 政治・行政 5 形容詞 唯一の sole
4028 政治・行政 6 動詞 怒らせる provoke
4029 政治・行政 7 動詞 統治する govern
4030 政治・行政 8 動詞 進む proceed
4031 政治・行政 9 動詞 常識に反した absurd
4032 政治・行政 10 動詞 混乱させる confuse
4033 政治・行政 11 動詞 譲歩する concede
4034 政治・行政 12 動詞 制定する institute
4035 政治・行政 13 動詞 企む plot
4036 政治・行政 14 動詞 陥れる plunge
4037 政治・行政 15 動詞 課する impose
4038 政治・行政 16 動詞 支配する control
4039 政治・行政 17 動詞 禁止する ban
4040 政治・行政 18 動詞 分配する distribute
4041 政治・選挙 1 名詞 選挙 election
4042 政治・選挙 2 名詞 群衆 crowd
4043 政治・選挙 3 名詞 辞職 resignation
4044 政治・選挙 4 名詞 大多数 majority
4045 政治・選挙 5 名詞 少数派 minority
4046 政治・選挙 6 名詞 義務 duty
4047 政治・選挙 7 名詞 選挙権 suffrage
4048 政治・選挙 8 名詞 有権者 elector
4049 政治・選挙 9 名詞 権利 right
4050 政治・選挙 10 名詞 個人主義 individualism
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4051 政治・選挙 11 名詞 選挙民 constituency
4052 政治・選挙 12 名詞 投票 poll
4053 政治：選挙 13 名詞 対抗者 opponent
4054 政治・選挙 14 名詞 競争 competition
4055 政治・選挙 15 名詞 組織的活動 campaign
4056 政治・選挙 16 名詞 異議 objection
4057 政治・選挙 17 名詞 本質 essence
4058 政治・選挙 18 名詞 時事風刺漫画 cartoon
4059 政治・選挙 19 名詞 障壁 barrier
4060 政治・選挙 20 名詞 基礎 basis
4061 政治・選挙 1 名詞 説明 explanation
4062 政治・選挙 2 名詞 選択 selection
4063 政治・選挙 3 名詞 提案 suggestion
4064 政治・選挙 4 名詞 運動 movement
4065 政治・選挙 5 名詞 平和 peace
4066 政治・選挙 6 名詞 組合 union
4067 政治・選挙 7 名詞 候補者 candidate
4068 政治・選挙 8 名詞 区域 district
4069 政治・選挙 9 名詞 優先権 priority
4070 政治・選挙 10 形容詞 地下組織の underground
4071 政治・選挙 11 形容詞 入り組んだ complex
4072 政治・選挙 12 形容詞 急進的な radical
4073 政治・選挙 13 形容詞 自由な free
4074 政治・選挙 14 動詞 選出する elect
4075 政治・選挙 15 動詞 演説する address
4076 政治・選挙 16 動詞 投票する vote
4077 政治・選挙 17 動詞 支持を集める rally
4078 政治・選挙 18 動詞 圧倒する overwhelm
4079 政治・選挙 19 動詞 陳情運動をする lobby
4080 政治・選挙 20 動詞 嘆願する plead
4081 政治・外交 1 名詞 条約 treaty
4082 政治・外交 2 名詞 大使館 embassy
4083 政治・外交 3 名詞 大使 ambassador
4084 政治・外交 4 名詞 王国 kingdom
4085 政治・外交 5 名詞 条約 pact
4086 政治・外交 6 名詞 外交官 diplomat
4087 政治・外交 7 名詞 協力 cooperation
4088 政治・外交 8 名詞 同意 agreement
4089 政治・外交 9 名詞 革命 revolution
4090 政治・外交 10 名詞 帝国 empire
4091 政治・外交 11 名詞 君主 lord
4092 政治・外交 12 名詞 現状維持 status quo
4093 政治・外交 13 名詞 共和国 republic
4094 政治・外交 14 名詞 領土 territory
4095 政治・外交 15 名詞 植民地 colony
4096 政治・外交 1 名詞 民主主義 democracy
4097 政治・外交 2 名詞 能力主義 meritocracy
4098 政治・外交 3 名詞 社会主義 socialism
4099 政治・外交 4 名詞 王様 king
4100 政治・外交 5 名詞 王冠 crown
4101 政治・外交 6 名詞 女王 queen
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4102 政治・外交 7 名詞 王子 prince
4103 政治・外交 8 名詞 王女 princess
4104 政治・外交 9 形容詞 連邦政府の federal
4105 政治・外交 10 形容詞 自由主義の liberal
4106 政治・外交 11 形容詞 外交の diplomatic
4107 政治・外交 12 形容詞 国王の royal
4108 政治・外交 13 形容詞 従属させる subject
4109 戦争 1 名詞 負傷 wound
4110 戦争 2 名詞 銃 gun
4111 戦争 3 名詞 軍隊 troops
4112 戦争 4 名詞 自由 liberty
4113 戦争 5 名詞 貧困 poverty
4114 戦争 6 名詞 戦争 war
4115 戦争 7 名詞 攻撃 attack
4116 戦争 8 名詞 陸軍 army
4117 戦争 9 名詞 空軍 air force
4118 戦争 10 名詞 海軍 navy
4119 戦争 11 名詞 軍人 soldier
4120 戦争 12 名詞 防御 defense
4121 戦争 13 名詞 無秩序 disorder
4122 戦争 14 名詞 敵 enemy
4123 戦争 15 名詞 敵意 enmity
4124 戦争 16 名詞 苦しむこと suffering
4125 戦争 17 名詞 武器 weapon
4126 戦争 18 名詞 爆弾 bomb
4127 戦争 19 名詞 発射 shot
4128 戦争 20 名詞 砲手 gunner
4129 戦争 1 名詞 人質 hostage
4130 戦争 2 名詞 避難所 shelter
4131 戦争 3 名詞 安全地帯 safety zone
4132 戦争 4 名詞 戦闘 combat
4133 戦争 5 名詞 命令 command
4134 戦争 6 名詞 抵抗 resistance
4135 戦争 7 名詞 共存 coexistence
4136 戦争 8 名詞 生き残ること survival
4137 戦争 9 名詞 恐怖 fright
4138 戦争 10 名詞 暗殺 assassination
4139 戦争 11 形容詞 軍隊の military
4140 戦争 12 形容詞 敵意ある hostile
4141 戦争 13 形容詞 戦略に基づく strategic
4142 戦争 14 形容詞 攻撃的な aggressive
4143 戦争 15 副詞 飢えて hungrily
4144 戦争 16 動詞 叫び声を発する utter
4145 戦争 17 動詞 止める cease
4146 戦争 1 動詞 戦う battle
4147 戦争 2 動詞 擁護する defend
4148 戦争 3 動詞 陰謀を企てる intrigue
4149 戦争 4 動詞 行進する march
4150 戦争 5 動詞 攻め入る raid
4151 戦争 6 動詞 等級を付ける rank
4152 戦争 7 動詞 抵抗する resist
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4153 戦争 8 動詞 退却する retreat
4154 戦争 9 動詞 餓死する starve
4155 戦争 10 動詞 撤退する withdraw
4156 戦争 11 動詞 囲む surround
4157 戦争 12 動詞 反対する oppose
4158 戦争 13 動詞 立ち向かう、対決させるconfront
4159 戦争 14 動詞 論争する dispute
4160 戦争 15 動詞 明け渡す surrender
4161 戦争 16 動詞 生き残る survive
4162 治安 1 名詞 誘惑 temptation
4163 治安 2 名詞 鍵穴 keyhole
4164 治安 3 名詞 正義 justice
4165 治安 4 名詞 規制 regulation
4166 治安 5 名詞 標語 slogan
4167 治安 6 名詞 依頼人 client
4168 治安 7 名詞 弁護士 attorney
4169 治安 8 名詞 犯罪 offense
4170 治安 9 名詞 嘘 lie
4171 治安 10 名詞 罰 punishment
4172 治安 11 名詞 自殺 suicide
4173 治安 12 名詞 安全 security
4174 治安 13 名詞 疑い suspicion
4175 治安 14 名詞 シャッター shutter
4176 治安 15 名詞 暴動 riot
4177 治安 16 名詞 泥棒 robber
4178 治安 17 形容詞 暴力的な violent
4179 治安 18 形容詞 過酷な stern
4180 治安 19 形容詞 注意怠りなく alert
4181 治安 20 形容詞 偽の phony
4182 治安 21 形容詞 並々ならぬ extraordinary
4183 治安 22 形容詞 慣例的な conventional
4184 治安 23 副詞 平和に peacefully
4185 治安 1 動詞 燻ぶる smoke
4186 治安 2 動詞 耐える endure
4187 治安 3 動詞 通知する notify
4188 治安 4 動詞 推定する presume
4189 治安 5 動詞 誤って取り扱う mishandle
4190 治安 6 動詞 調査する investigate
4191 治安 7 動詞 糾弾する denounce
4192 治安 8 動詞 逮捕する seize
4193 治安 9 動詞 欺く cheat
4194 治安 10 動詞 捕える capture
4195 治安 11 動詞 強く主張する assert
4196 治安 12 動詞 従う obey
4197 治安 13 動詞 巡回する patrol
4198 治安 14 動詞 覗き見る peep
4199 治安 15 動詞 保留する suspend
4200 治安 16 動詞 悲鳴をあげる scream
4201 治安 17 動詞 奪う rob
4202 治安 18 動詞 違反する violate
4203 治安 19 動詞 逮捕する arrest
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4204 治安 20 動詞 安全にする secure
4205 裁判 1 名詞 作り話 fiction
4206 裁判 2 名詞 裁判所 court
4207 裁判 3 名詞 薬、麻薬 drug
4208 裁判 4 名詞 見張り、保護 guard
4209 裁判 5 名詞 裁判官 judge
4210 裁判 6 名詞 裁判 judgment
4211 裁判 7 名詞 法律 law
4212 裁判 8 名詞 立法者 lawmaker
4213 裁判 9 名詞 毒 poison
4214 裁判 10 名詞 刑務所 jail
4215 裁判 11 名詞 囚人 prisoner
4216 裁判 12 名詞 泥棒 thief
4217 裁判 13 名詞 誤り fault
4218 裁判 14 名詞 秘密 secret
4219 裁判 15 名詞 差止め命令 injunction
4220 裁判 16 名詞 被告 defendant
4221 裁判 17 名詞 原告 plaintiff
4222 裁判 18 名詞 解明 resolution
4223 裁判 19 名詞 犯罪 crime
4224 裁判 20 名詞 犯罪者 criminal
4225 裁判 1 名詞 証拠 evidence
4226 裁判 2 名詞 証言 testimony
4227 裁判 3 名詞 探偵 detective
4228 裁判 4 名詞 証人 witness
4229 裁判 5 名詞 暴力団 gang
4230 裁判 6 名詞 暴力団員 gangster
4231 裁判 7 名詞 認可 sanction
4232 裁判 8 名詞 立証 proof
4233 裁判 9 名詞 遵守 observance
4234 裁判 10 形容詞 明白な evident
4235 裁判 11 形容詞 有罪の guilty
4236 裁判 12 形容詞 無罪の not guilty
4237 裁判 13 形容詞 潔白の innocent
4238 裁判 14 形容詞 法律の legal
4239 裁判 15 形容詞 責任がある responsible
4240 裁判 16 形容詞 最高位の supreme
4241 裁判 17 動詞 証言する testify
4242 裁判 18 動詞 逃げる escape
4243 裁判 19 動詞 殺す murder
4244 裁判 20 動詞 証明する prove
4245 裁判 1 動詞 盗む steal
4246 裁判 2 動詞 主張する contend
4247 裁判 3 動詞 正当化する justify
4248 裁判 4 動詞 謝罪する apologize
4249 裁判 5 動詞 主張する insist
4250 裁判 6 動詞 有罪を宣告する convict
4251 裁判 7 動詞 断言する allege
4252 裁判 8 動詞 解決する resolve
4253 裁判 9 動詞 延期する adjourn
4254 裁判 10 動詞 矛盾する conflict
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4255 裁判 11 動詞 暴露する expose
4256 裁判 12 動詞 捏造する fake
4257 裁判 13 動詞 模倣する imitate
4258 裁判 14 動詞 誘拐する tempt
4259 裁判 15 動詞 賠償訴訟を起こす sue
4260 裁判 16 動詞 懇願する appeal
4261 裁判 17 動詞 赦免する pardon
4262 裁判 18 動詞 告訴する accuse
4263 裁判 19 動詞 咎める blame
4264 裁判 20 動詞 罰する punish
4265 経営 1 名詞 超高層ビル skyscraper
4266 経営 2 名詞 経営 management
4267 経営 3 名詞 商工会議所 a chamber of commerce
4268 経営 4 名詞 冒険的事業 venture
4269 経営 5 名詞 印象 impression
4270 経営 6 名詞 能力 ability
4271 経営 7 名詞 活動 action
4272 経営 8 名詞 上司 boss
4273 経営 9 名詞 支店 branch
4274 経営 10 名詞 顧客 customer
4275 経営 11 名詞 代理手数料 commission
4276 経営 12 名詞 在庫品 stock
4277 経営 13 名詞 利用者 user
4278 経営 14 名詞 経験 experience
4279 経営 15 名詞 心像 image
4280 経営 16 名詞 産業 industry
4281 経営 17 名詞 労働 labor
4282 経営 18 名詞 作る人 maker
4283 経営 19 名詞 方針 policy
4284 経営 20 名詞 財務 finance
4285 経営 21 名詞 生産物 product
4286 経営 1 名詞 銘柄 brand
4287 経営 2 名詞 目的 purpose
4288 経営 3 名詞 標準 standard
4289 経営 4 名詞 成功 success
4290 経営 5 名詞 貿易 trade
4291 経営 6 名詞 働く人 worker
4292 経営 7 形容詞 部分的な partial
4293 経営 8 動詞 宣伝する advertise
4294 経営 9 動詞 点検する、調べる check
4295 経営 10 動詞 複写する copy
4296 経営 11 動詞 取引する deal
4297 経営 12 動詞 要求する demand
4298 経営 13 動詞 雇う hire
4299 経営 14 動詞 生み出す produce
4300 経営 15 動詞 頼む request
4301 経営 16 動詞 優位を占める dominate
4302 経営 17 動詞 成功する succeed
4303 経営 18 動詞 供給する、与える provide
4304 経営 19 動詞 申し込む apply
4305 経営 20 動詞 提案する propose
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4306 家計 1 名詞 主婦 housewife
4307 家計 2 名詞 ４分の１ quarter
4308 家計 3 名詞 消費者 consumer
4309 家計 4 名詞 収入 income
4310 家計 5 名詞 支出 expenditure
4311 家計 6 名詞 領収書 receipt
4312 家計 7 名詞 自立 self-help
4313 家計 8 名詞 給料 earnings
4314 家計 9 名詞 家計 household economy
4315 家計 10 名詞 世帯主 householder
4316 家計 11 名詞 生活費 cost of living
4317 家計 12 名詞 月収 monthly income
4318 家計 13 名詞 物価 price of commodity
4319 家計 14 名詞 月賦 monthly payment
4320 家計 15 名詞 世帯 household
4321 家計 16 名詞 全資産 assets
4322 家計 17 名詞 支払い payment
4323 家計 18 名詞 年金 pension
4324 家計 19 名詞 給付金 benefit
4325 家計 20 名詞 年金受給者 pensioner
4326 家計 21 形容詞 みすぼらしい shabby
4327 家計 22 動詞 消費する consume
4328 家計 23 動詞 稼ぐ earn
4329 家計 24 動詞 含める include
4330 家計 25 動詞 買う余裕がある afford
4331 家計 26 動詞 費やす expend
4332 経済 1 名詞 市場（いちば） market
4333 経済 2 名詞 有利な点 advantage
4334 経済 3 名詞 信用 credit
4335 経済 4 名詞 配給 distribution
4336 経済 5 名詞 経済 economy
4337 経済 6 名詞 費用 expense
4338 経済 7 名詞 冨 fortune
4339 経済 8 名詞 資金 fund
4340 経済 9 名詞 損失 loss
4341 経済 10 名詞 生産 production
4342 経済 11 名詞 財産 property
4343 経済 12 名詞 危険 risk
4344 経済 13 名詞 販売 sale
4345 経済 14 名詞 見本 sample
4346 経済 15 名詞 競売 auction
4347 経済 16 名詞 下落 downturn
4348 経済 17 名詞 変動 fluctuation
4349 経済 18 名詞 誓約 pledge
4350 経済 19 名詞 不況 depression
4351 経済 20 名詞 景気後退 recession
4352 経済 21 名詞 にわか景気 boom
4353 経済 22 名詞 商業 commerce
4354 経済 23 名詞 分析する analysis
4355 経済 1 名詞 雰囲気 atmosphere
4356 経済 2 名詞 振る舞い behavior
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4357 経済 3 名詞 入札 bid
4358 経済 4 名詞 突風 blast
4359 経済 5 名詞 債権 bond
4360 経済 6 名詞 妥協 compromise
4361 経済 7 名詞 事業 enterprise
4362 経済 8 名詞 倒産 bankruptcy
4363 経済 9 名詞 起業家 entrepreneur
4364 経済 10 名詞 売り切れ sellout
4365 経済 11 名詞 インフレ inflation
4366 経済 12 名詞 過剰 surplus
4367 経済 13 名詞 現金 cash
4368 経済 14 名詞 明らかにすること manifestation
4369 経済 15 形容詞 広告用の commercial
4370 経済 16 形容詞 財務の financial
4371 経済 17 形容詞 経済の economic
4372 経済 18 形容詞 産業・工業の industrial
4373 経済 19 形容詞 統計上の statistical
4374 経済 20 形容詞 富んだ wealthy
4375 経済 21 動詞 交渉して決める bargain
4376 経済 22 形容詞 ２者択一の alternative
4377 経済 23 形容詞 総計の gross
4378 経済 1 形容詞 論議を呼ぶ explosive
4379 経済 2 形容詞 巨大な enormous
4380 経済 3 形容詞 陰気な dismal
4381 経済 4 形容詞 まったく異なった distinct
4382 経済 5 形容詞 多数の major
4383 経済 6 形容詞 過半数に達しない minor
4384 経済 7 形容詞 最も遠くの farthest
4385 経済 8 動詞 輸入する import
4386 経済 9 動詞 輸出する export
4387 経済 10 動詞 所有する possess
4388 経済 11 動詞 上げる raise
4389 経済 12 動詞 供給する supply
4390 経済 13 動詞 苛立たせる annoy
4391 経済 14 動詞 予想する anticipate
4392 経済 15 動詞 保証する assure
4393 経済 16 動詞 下から押し上げる boost
4394 経済 17 動詞 推賞する commend
4395 経済 18 動詞 約束する commit
4396 経済 19 動詞 爆発的に増える explode
4397 経済 20 動詞 決裁する approve
4398 経済 21 動詞 仮定する assume
4399 経済 22 動詞 行き詰まる stall
4400 経済 23 動詞 任命する appoint
4401 運輸 1 名詞 航空機 aircraft
4402 運輸 2 名詞 ジープ jeep
4403 運輸 3 名詞 上陸 landing
4404 運輸 4 名詞 平面 plane
4405 運輸 5 名詞 大型船 vessel
4406 運輸 6 名詞 バス停留所 bus stop
4407 運輸 7 名詞 運河 canal
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4408 運輸 8 名詞 隊商 caravan
4409 運輸 9 名詞 横断 crossing
4410 運輸 10 名詞 十字路 crossroad
4411 運輸 11 名詞 横断歩道 crosswalk
4412 運輸 12 名詞 配達 delivery
4413 運輸 13 名詞 空を飛ぶもの flyer
4414 運輸 14 名詞 終着駅 terminal
4415 運輸 15 名詞 跡 trace
4416 運輸 16 名詞 トレーラー trailer
4417 運輸 17 名詞 輸送 transport
4418 運輸 18 名詞 ジェット機 jet plane
4419 運輸 19 名詞 舗装道路 pavement
4420 運輸 20 名詞 全長 span
4421 運輸 21 名詞 汽船 steamer
4422 運輸 22 名詞 馬車そり sleigh
4423 運輸 23 名詞 環状交差点 rotary
4424 運輸 24 名詞 建設 construction
4425 運輸 1 名詞 交通信号 traffic light
4426 運輸 2 名詞 コンテナ container
4427 運輸 3 名詞 渡し舟 ferry
4428 運輸 4 名詞 ヘッドライト headlight
4429 運輸 5 名詞 幹線道路 highway
4430 運輸 6 名詞 航海記録 log
4431 運輸 7 名詞 通りがかりの人 passerby
4432 運輸 8 名詞 蒸気船 steamship
4433 運輸 9 名詞 路面電車 streetcar
4434 運輸 10 名詞 駐停車禁止 No waiting
4435 運輸 11 前置詞 経由で via
4436 運輸 12 形容詞 でこぼこの bumpy
4437 運輸 13 形容詞 安定した stable
4438 運輸 14 形容詞 予約してある reserved
4439 運輸 15 副詞 乗って aboard
4440 運輸 16 副詞 中間点で halfway
4441 運輸 17 動詞 停止する halt
4442 運輸 18 動詞 出発する depart
4443 運輸 19 動詞 出荷する ship
4444 運輸 20 動詞 移動させる transfer
4445 運輸 21 動詞 到着する arrive
4446 運輸 22 動詞 限度を超える exceed
4447 運輸 23 動詞 指し示す indicate
4448 運輸 24 動詞 結びつける connect
4449 交通 1 名詞 移動 transition
4450 交通 2 名詞 空港 airport
4451 交通 3 名詞 事故 accident
4452 交通 4 名詞 飛行機 aeroplane
4453 交通 5 名詞 自動車 automobile
4454 交通 6 名詞 タクシー cab
4455 交通 7 名詞 混雑 jam
4456 交通 8 名詞 原動機 motor
4457 交通 9 名詞 レール rail
4458 交通 10 名詞 鉄道 railroad
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4459 交通 11 名詞 車掌 conductor
4460 交通 12 名詞 道筋 route
4461 交通 13 名詞 信号 signal
4462 交通 14 名詞 タイヤ tire
4463 交通 15 名詞 通行料 toll
4464 交通 16 名詞 路線 track
4465 交通 17 名詞 交通 traffic
4466 交通 18 名詞 貨物自動車 truck
4467 交通 19 名詞 車輪 wheel
4468 交通 20 名詞 輸送 transportation
4469 交通 21 名詞 助手 assistant
4470 交通 22 形容詞 混雑した crowded
4471 交通 23 形容詞 予備の spare
4472 交通 24 副詞 ジグザグに zigzag
4473 交通 25 動詞 ひっくり返る overturn
4474 交通 26 動詞 予約する book
4475 交通 27 動詞 横断する cross
4476 交通 28 動詞 どさっと降ろす dump
4477 通信 1 名詞 聴取者 listener
4478 通信 2 名詞 記者 reporter
4479 通信 3 名詞 障壁 dam
4480 通信 4 名詞 チャンネル channel
4481 通信 5 名詞 平らな円盤 disk
4482 通信 6 名詞 情報 information
4483 通信 7 名詞 伝言 message
4484 通信 8 名詞 噂 rumor
4485 通信 9 名詞 伝達 communication
4486 通信 10 名詞 電報 telegram
4487 通信 11 名詞 ネットワーク network
4488 通信 12 名詞 計器 instrument
4489 通信 13 形容詞 無線の wireless
4490 通信 14 動詞 報道する report
4491 通信 15 動詞 放送する broadcast
4492 通信 16 動詞 中継放送する relay
4493 通信 17 動詞 応答する respond
4494 通信 18 動詞 公表する announce
4495 通信 19 動詞 ファックスで送る fax
4496 通信 20 動詞 情報を提供する inform
4497 通信 21 動詞 録音する record
4498 通信 22 動詞 広がる spread
4499 通信 23 動詞 調子を合わせる tune
4500 通信 24 動詞 監視する monitor
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