
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

4501 文化・芸術１(28) 1 名詞 文化 culture
4502 文化・芸術 2 名詞 伝説 legend
4503 文化・芸術 3 名詞 学者 scholar
4504 文化・芸術 4 名詞 偉大さ greatness
4505 文化・芸術 5 名詞 制限 limit
4506 文化・芸術 6 名詞 幸運 good luck
4507 文化・芸術 7 名詞 印、記号 mark
4508 文化・芸術 8 名詞 部分 part
4509 文化・芸術 9 名詞 神秘 mystery
4510 文化・芸術 10 名詞 破壊 destruction
4511 文化・芸術 11 名詞 生存 existence
4512 文化・芸術 12 名詞 本能 instinct
4513 文化・芸術 13 名詞 繁栄 prosperity
4514 文化・芸術 14 名詞 満足感 gratification
4515 文化・芸術 15 名詞 大局観 perspective
4516 文化・芸術 16 名詞 欠乏 scarcity
4517 文化・芸術 17 名詞 道徳 ethic
4518 文化・芸術 18 名詞 格言 adage
4519 文化・芸術 19 名詞 文学 literature
4520 文化・芸術 20 名詞 作者 author
4521 文化・芸術 21 名詞 御伽噺 fairy tale
4522 文化・芸術 22 名詞 詩歌 poetry
4523 文化・芸術 23 名詞 詩人 poet
4524 文化・芸術 24 名詞 観念 notion
4525 文化・芸術 25 名詞 表現 expression
4526 文化・芸術 26 名詞 挿絵 illustration
4527 文化・芸術 27 名詞 伝統 tradition
4528 文化・芸術 28 名詞 芸術 art
4529 文化・芸術２(27) 1 名詞 丸天井 dome
4530 文化・芸術 2 名詞 工房 studio
4531 文化・芸術 3 名詞 記念碑 monument
4532 文化・芸術 4 名詞 対話 dialog
4533 文化・芸術 5 名詞 方言 dialect
4534 文化・芸術 6 名詞 風刺文学 satire
4535 文化・芸術 7 名詞 書道 calligraphy
4536 文化・芸術 8 名詞 ひと筆 stroke
4537 文化・芸術 9 名詞 彫刻 sculpture
4538 文化・芸術 10 名詞 対比 contrast
4539 文化・芸術 11 名詞 化石 fossil
4540 文化・芸術 12 名詞 肖像画 portrait
4541 文化・芸術 13 名詞 愚かさの象徴 ass
4542 文化・芸術 14 名詞 額 frame
4543 文化・芸術 15 名詞 陶器 pottery
4544 文化・芸術 16 名詞 遺産 inheritance
4545 文化・芸術 17 名詞 ロマンス romance
4546 文化・芸術 18 名詞 世界遺産 World heritage
4547 文化・芸術 19 名詞 文化遺産 cultural heritage
4548 文化・芸術 20 名詞 クリスマス Christmas
4549 文化・芸術 21 名詞 創造 creation
4550 文化・芸術 22 名詞 構造 structure
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4551 文化・芸術 23 名詞 油絵 oil painting
4552 文化・芸術 24 名詞 絵を描くこと painting
4553 文化・芸術 25 名詞 アヒルの鳴き声 quack-quack
4554 文化・芸術 26 名詞 交換学生 exchange student
4555 文化・芸術 27 名詞 リズム rhythm
4556 文化・芸術３(22) 1 形容詞 文明の進んだ civilized
4557 文化・芸術 2 形容詞 伝統的な traditional
4558 文化・芸術 3 形容詞 理性的な rational
4559 文化・芸術 4 形容詞 華麗な splendid
4560 文化・芸術 5 形容詞 傑出した outstanding
4561 文化・芸術 6 形容詞 不明瞭な obscure
4562 文化・芸術 7 形容詞 創造力のある creative
4563 文化・芸術 8 形容詞 詳細な detailed
4564 文化・芸術 9 形容詞 ロマンティックな romantic
4565 文化・芸術 10 動詞 写生する sketch
4566 文化・芸術 11 動詞 印刷する print
4567 文化・芸術 12 動詞 出版する publish
4568 文化・芸術 13 動詞 文化的に culturally
4569 文化・芸術 14 動詞 糸を紡ぐ spin
4570 文化・芸術 15 動詞 通訳する interpret
4571 文化・芸術 16 動詞 保存する preserve
4572 文化・芸術 17 動詞 をぐいと押す thrust
4573 文化・芸術 18 動詞 ポーズを取る pose
4574 文化・芸術 19 動詞 彫刻する carve
4575 文化・芸術 20 動詞 演じる perform
4576 文化・芸術 21 動詞 ある場所に定める locate
4577 文化・芸術 22 動詞 調律する pitch
4578 スポーツ(12) 1 名詞 指導員 coach
4579 スポーツ 2 名詞 指導力 leadership
4580 スポーツ 3 名詞 不屈の精神 fortitude
4581 スポーツ 4 名詞 スカウト scout
4582 スポーツ 5 名詞 選手権大会 tournament
4583 スポーツ 6 名詞 競技連盟 league
4584 スポーツ 7 名詞 遭難 distress
4585 スポーツ 8 名詞 アメリカンフットボール football
4586 スポーツ 9 名詞 クリケット cricket
4587 スポーツ 10 名詞 ラグビー rugby
4588 スポーツ 11 名詞 悔しさ chagrin
4589 スポーツ 12 名詞 公正な fair
4590 演芸１(19) 1 名詞 演芸 entertainment
4591 演芸 2 名詞 舞台 stage
4592 娯楽 3 名詞 スポットライト spotlight
4593 演芸 4 名詞 バレエ ballet
4594 演芸 5 名詞 喜劇役者 comedian
4595 演芸 6 名詞 喜劇 comedy
4596 演芸 7 名詞 女主人公 heroine
4597 演芸 8 名詞 化粧 make-up
4598 演芸 9 名詞 アイドル idol
4599 演芸 10 名詞 装飾 ornament
4600 演芸 11 名詞 円舞曲 waltz
4601 演芸 12 名詞 伴奏 accompaniment
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4602 演芸 13 名詞 演技 performance
4603 演芸 14 名詞 迫真性 reality
4604 演芸 15 名詞 物語を話すこと storytelling
4605 演芸 16 名詞 大仕掛けな見世物 spectacle
4606 演芸 17 名詞 笑う声 laughter
4607 演芸 18 名詞 語り narration
4608 演芸 19 名詞 初演 opening
4609 演芸２(15) 1 副詞 舞台上で onstage
4610 演芸 2 副詞 私生活で offstage
4611 演芸 3 形容詞 古典の classical
4612 演芸 4 形容詞 有名な well-known
4613 演芸 5 動詞 退治する get rid of
4614 演芸 6 動詞 転ぶ tumble
4615 演芸 7 動詞 ふさぐ bar
4616 演芸 8 動詞 からかう tease
4617 演芸 9 動詞 ひどく怖がらせる terrify
4618 演芸 10 動詞 躊躇う hesitate
4619 演芸 11 動詞 身震いする tremble
4620 演芸 12 動詞 楽しませる entertain
4621 演芸 13 動詞 投げる cast
4622 演芸 14 動詞 物語る narrate
4623 演芸 15 動詞 惹き付ける attract
4624 科学・技術１(22) 1 名詞 模様 pattern
4625 科学・技術 2 名詞 可能性 possibility
4626 科学・技術 3 名詞 周波数 frequency
4627 科学・技術 4 名詞 学習者 learner
4628 科学・技術 5 名詞 講義する lecture
4629 科学・技術 6 名詞 電子工学 electronics
4630 科学・技術 7 名詞 天文学 astronomy
4631 科学・技術 8 名詞 科学技術 technology
4632 科学・技術 9 名詞 実験 experiment
4633 科学・技術 10 名詞 戦略 strategy
4634 科学・技術 11 名詞 原子 atom
4635 科学・技術 12 名詞 原子爆弾 atomic bomb
4636 科学・技術 13 名詞 炭素 carbon
4637 科学・技術 14 名詞 化学薬品 chemical
4638 科学・技術 15 名詞 基礎資料 grounding
4639 科学・技術 16 動詞 開発する develop
4640 科学・技術 17 名詞 電気 electricity
4641 科学・技術 18 名詞 エネルギー源 energy
4642 科学・技術 19 名詞 エンジン engine
4643 科学・技術 20 名詞 熱 heat
4644 科学・技術 21 名詞 鉱山 mine
4645 科学・技術 22 名詞 進歩 progress
4646 科学・技術２(22) 1 名詞 専門家 specialist
4647 科学・技術 2 名詞 水蒸気 steam
4648 科学・技術 3 名詞 理論 theory
4649 科学・技術 4 名詞 任命 appointment
4650 科学・技術 5 名詞 試み attempt
4651 科学・技術 6 名詞 フロンガス chlorofluorocarbon
4652 科学・技術 7 名詞 先端 tip
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4653 科学・技術 8 名詞 仮説 hypothesis
4654 科学・技術 9 名詞 光線 ray
4655 科学・技術 10 名詞 方法論 methodology
4656 科学・技術 11 名詞 生物学 biology
4657 科学・技術 12 名詞 遺伝子 gene
4658 科学・技術 13 名詞 方式 method
4659 科学・技術 14 名詞 計画案 plan
4660 科学・技術 15 名詞 申し込み proposal
4661 科学・技術 16 名詞 予定表 schedule
4662 科学・技術 17 名詞 データ data
4663 科学・技術 18 名詞 発見 discovery
4664 科学・技術 19 名詞 進化 evolution
4665 科学・技術 20 名詞 大学の学部 department
4666 科学・技術 21 名詞 大学などの構内 campus
4667 科学・技術 22 名詞 未開拓の分野 frontier
4668 科学・技術３(22) 1 名詞 開拓者精神 frontier spirit
4669 科学・技術 2 名詞 発明 invention
4670 科学・技術 3 名詞 レンズ lens
4671 科学・技術 4 名詞 機械学 mechanics
4672 科学・技術 5 名詞 手段 means
4673 科学・技術 6 名詞 顕微鏡 microscope
4674 科学・技術 7 名詞 ノーベル賞 Nobel prize
4675 科学・技術 8 名詞 核 nucleus
4676 科学・技術 9 名詞 蒸気 vapor
4677 科学・技術 10 名詞 特許 patent
4678 科学・技術 11 名詞 物理学 physics
4679 科学・技術 12 名詞 原理 principle
4680 科学・技術 13 名詞 ロボット robot
4681 科学・技術 14 名詞 放射線 radioactivity
4682 科学・技術 15 名詞 宇宙船 spaceship
4683 科学・技術 16 名詞 ロケット rocket
4684 科学・技術 17 名詞 権威 authority
4685 科学・技術 18 名詞 手がかり、糸口 clue
4686 科学・技術 19 名詞 群れ flock
4687 科学・技術 20 名詞 同僚 colleague
4688 科学・技術 21 名詞 概念 concept
4689 科学・技術 22 動詞 結びつける combine
4690 科学・技術４(22) 1 名詞 化合物 compound
4691 科学・技術 2 名詞 付け加えること addition
4692 科学・技術 3 名詞 学会 congress
4693 科学・技術 4 名詞 設計図 draft
4694 科学・技術 5 名詞 物質 substance
4695 科学・技術 6 名詞 着想 idea
4696 科学・技術 7 名詞 発明家 inventor
4697 科学・技術 8 名詞 研究所、試験所、実験室 laboratory
4698 科学・技術 9 名詞 ウェブサイト website
4699 科学・技術 10 名詞 人工知能 artificial intelligence
4700 科学・技術 11 名詞 構成要素 ingredient
4701 科学・技術 12 形容詞 短時間の brief
4702 科学・技術 13 形容詞 情けない woeful
4703 科学・技術 14 形容詞 原子力による atomic
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4704 科学・技術 15 形容詞 電気の electric
4705 科学・技術 16 形容詞 未熟な inexperienced
4706 科学・技術 17 形容詞 科学の scientific
4707 科学・技術 18 形容詞 希望に満ちた hopeful
4708 科学・技術 19 形容詞 予期しない、不意の unexpected
4709 科学・技術 20 形容詞 宇宙の universal
4710 科学・技術 21 形容詞 原子力の nuclear
4711 科学・技術 22 形容詞 独創的な original
4712 科学・技術５(22) 1 形容詞 効率的な efficient
4713 科学・技術 2 形容詞 勤勉な industrious
4714 科学・技術 3 形容詞 不思議な mysterious
4715 科学・技術 4 形容詞 利用できる available
4716 科学・技術 5 形容詞 競争による competitive
4717 科学・技術 6 形容詞 歴史的に有名な historic
4718 科学・技術 7 形容詞 信じられない incredible
4719 科学・技術 8 形容詞 環境の environmental
4720 科学・技術 9 動詞 爆発する explode
4721 科学・技術 10 動詞 投資する invest
4722 科学・技術 11 動詞 再発明する reinvent
4723 科学・技術 12 動詞 朽ちる decay
4724 科学・技術 13 動詞 救助する rescue
4725 科学・技術 14 動詞 蓄える store
4726 科学・技術 15 動詞 拡大撮影する zoom
4727 科学・技術 16 動詞 投影する project
4728 科学・技術 17 動詞 進化する evolve
4729 科学・技術 18 動詞 調査する survey
4730 科学・技術 19 動詞 打ち勝つ、克服する overcome
4731 科学・技術 20 動詞 発明する invent
4732 科学・技術 21 動詞 競争する compete
4733 科学・技術 22 動詞 装備する equip
4734 科学・技術６(20) 1 動詞 飛び立たせる launch
4735 科学・技術 2 動詞 連結する link
4736 科学・技術 3 動詞 揺れる quake
4737 科学・技術 4 動詞 機能する function
4738 科学・技術 5 動詞 傾向がある tend
4739 科学・技術 6 動詞 研究をする research
4740 科学・技術 7 動詞 避ける avoid
4741 科学・技術 8 動詞 明らかになる emerge
4742 科学・技術 9 動詞 可能にする enable
4743 科学・技術 10 動詞 合理的に説明する rationalize
4744 科学・技術 11 動詞 取り替える replace
4745 科学・技術 12 動詞 より合わせる twist
4746 科学・技術 13 名詞 天文台 observatory
4747 科学・技術 14 名詞 地理学 geography
4748 科学・技術 15 名詞 大竜巻 tornado
4749 科学・技術 16 名詞 オゾン ozone
4750 科学・技術 17 名詞 人工衛星 satellite
4751 科学・技術 18 形容詞 適度の moderate
4752 科学・技術 19 動詞 細長く切る slit
4753 科学・技術 20 動詞 予報する predict
4754 その他(17) 1 名詞 援助 assistance
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4755 その他 2 名詞 漏斗（じょうご） funnel
4756 その他 3 名詞 少人数指導 tuition
4757 その他 4 名詞 特性 trait
4758 その他 5 動詞 取り除く rid
4759 その他 6 動詞 権限を与える empower
4760 その他 7 動詞 恐れる dread
4761 その他 8 動詞 添付する attach
4762 その他 9 動詞 案内する conduct
4763 その他 10 動詞 割り込む interrupt
4764 その他 11 動詞 凭れる（もたれる） lean
4765 その他 12 動詞 身振りで合図する motion
4766 その他 13 動詞 悪臭を放つ stink
4767 その他 14 動詞 一時的に軽減する alleviate
4768 その他 15 動詞 輪郭を描く delineate
4769 その他 16 動詞 ポチャンと落ちる plop
4770 その他 17 動詞 舞い上がる soar
4771 状況と変化動詞 1 動詞 ・・・になる become
4772 状況と変化動詞 2 動詞 haveの3人称単数現在形 has
4773 状況と変化動詞 3 動詞 持っている have
4774 状況と変化動詞 4 動詞 意味する mean
4775 状況と変化動詞 5 動詞 ・・・のように見える seem
4776 熟語・基本動詞１(25) 6 動詞 に賛同する agree to
4777 熟語・基本動詞 7 動詞 が、・・・する事を許す allow ...to do
4778 熟語・基本動詞 8 動詞 に到着する arrive at
4779 熟語・基本動詞 9 動詞 を求める ask for
4780 熟語・基本動詞 10 動詞 を始める begin to do
4781 熟語・基本動詞 11 動詞 に属する belong to
4782 熟語・基本動詞 12 動詞 を吹き消す blow out
4783 熟語・基本動詞 13 動詞 故障する break down
4784 熟語・基本動詞 14 動詞 へ押し入る break into
4785 熟語・基本動詞 15 動詞 勃発する break out
4786 熟語・基本動詞 16 動詞 を生じさせる bring about
4787 熟語・基本動詞 17 動詞 大声を出して求める call for
4788 熟語・基本動詞 18 動詞 に電話を掛ける call up
4789 熟語・基本動詞 19 動詞 立ち寄る call at
4790 熟語・基本動詞 20 動詞 を訪問する call on
4791 熟語・基本動詞 21 動詞 する余裕がある can afford to do
4792 熟語・基本動詞 22 動詞 せざるを得ない can't help but do
4793 熟語・基本動詞 23 動詞 の世話をする care for
4794 熟語・基本動詞 24 動詞 を実行する carry out
4795 熟語・基本動詞 25 動詞 に追いつく catch up with
4796 熟語・基本動詞２(25) 1 動詞 考えを変える change one's mind
4797 熟語・基本動詞 2 動詞 ･･･を ～に 変える change ･･･ into～
4798 熟語・基本動詞 3 動詞 を元気付ける cheer up
4799 熟語・基本動詞 4 動詞 偶然見つける come across
4800 熟語・基本動詞 5 動詞 に同行する come along with
4801 熟語・基本動詞 6 動詞 の出身である come from
4802 熟語・基本動詞 7 動詞 中に入る come in
4803 熟語・基本動詞 8 動詞 するようになる come to do
4804 熟語・基本動詞 9 動詞 から成り立っている consist of
4805 熟語・基本動詞 10 動詞 に依存する depend on
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4806 熟語・基本動詞 11 動詞 宿題をする do one's homework
4807 熟語・基本動詞 12 動詞 を処理する do with
4808 熟語・基本動詞 13 動詞 無しで済ます do without
4809 熟語・基本動詞 14 動詞 ちょっと・・・に立ち寄る drop in
4810 熟語・基本動詞 15 動詞 外食する eat out
4811 熟語・基本動詞 16 動詞 寛ぐ feel at home
4812 熟語・基本動詞 17 動詞 自由に・・・する feel free to do
4813 熟語・基本動詞 18 動詞 のあら探しをする find fault with
4814 熟語・基本動詞 19 動詞 書き込む fill in
4815 熟語・基本動詞 20 動詞 をじっと見つめる gaze at
4816 熟語・基本動詞 21 動詞 とうまくやっていく get along with
4817 熟語・基本動詞 22 動詞 を克服する get over
4818 熟語・基本動詞 23 動詞 を取り除く get rid of
4819 熟語・基本動詞 24 動詞 に辿り着く get to
4820 熟語・基本動詞 25 動詞 集まる get together
4821 熟語・基本動詞３(25) 1 動詞 濡れる get wet
4822 熟語・基本動詞 2 動詞 への行き方を教える give directions to
4823 熟語・基本動詞 3 動詞 を引き起こす give rise to
4824 熟語・基本動詞 4 動詞 帰宅する go home
4825 熟語・基本動詞 5 動詞 消える go off
4826 熟語・基本動詞 6 動詞 し続ける go on doing
4827 熟語・基本動詞 7 動詞 を通過する go through
4828 熟語・基本動詞 8 動詞 に同調する go with
4829 熟語・基本動詞 9 動詞 成長する grow up
4830 熟語・基本動詞 10 動詞 のことを気の毒に思う feel sorry for
4831 熟語・基本動詞 11 動詞 した方がいい had better do
4832 熟語・基本動詞 12 動詞 を提出する hand in
4833 熟語・基本動詞 13 動詞 電話を切らずに待つ hang on
4834 熟語・基本動詞 14 動詞 電話を切る hang up
4835 熟語・基本動詞 15 動詞 楽しむ have a good time
4836 熟語・基本動詞 16 動詞 とは無関係である have nothing to do with
4837 熟語・基本動詞 17 動詞 から便りをもらう hear from
4838 熟語・基本動詞 18 動詞 短い時間待つ hold on
4839 熟語・基本動詞 19 動詞 急ぐ hurry up
4840 熟語・基本動詞 20 動詞 を見張る keep an eye on
4841 熟語・基本動詞 21 動詞 と連絡を取り合う keep in touch with
4842 熟語・基本動詞 22 動詞 し続ける keep on doing
4843 熟語・基本動詞 23 動詞 約束を守る keep one's word
4844 熟語・基本動詞 24 動詞 に遅れないようにする keep up with
4845 熟語・基本動詞 25 動詞 Ａ と Ｂを区別する know A from B
4846 熟語・基本動詞４(25) 1 動詞 へ導く lead to
4847 熟語・基本動詞 2 動詞 伝言を残す leave a message
4848 熟語・基本動詞 3 動詞 を置き忘れる leave behind
4849 熟語・基本動詞 4 動詞 ・・・に構わないでおく leave ･･･ alone
4850 熟語・基本動詞 5 動詞 の面倒を見る look after
4851 熟語・基本動詞 6 動詞 を軽蔑する look down on
4852 熟語・基本動詞 7 動詞 を探す look for
4853 熟語・基本動詞 8 動詞 覗き込む look into
4854 熟語・基本動詞 9 動詞 に似ている look like
4855 熟語・基本動詞 10 動詞 ～を楽しみに待つ look forward to
4856 熟語・基本動詞 11 動詞 Ａ と Ｂとみなす look on A as B
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4857 熟語・基本動詞 12 動詞 用心する look out
4858 熟語・基本動詞 13 動詞 をざっと見る look over
4859 熟語・基本動詞 14 動詞 見上げる look up
4860 熟語・基本動詞 15 動詞 を尊敬する look up to
4861 熟語・基本動詞 16 動詞 減量する lose weight
4862 熟語・基本動詞 17 動詞 間違う make a mistake
4863 熟語・基本動詞 18 動詞 と面会の約束をする make a appointment with
4864 熟語・基本動詞 19 動詞 しようと努力する make an effort to do
4865 熟語・基本動詞 20 動詞 をからかう make fun of
4866 熟語・基本動詞 21 動詞 成功する make it
4867 熟語・基本動詞 22 動詞 ･･･を ～に 改造する make･･･ into ～
4868 熟語・基本動詞 23 動詞 を軽視する make little of
4869 熟語・基本動詞 24 動詞 を高く評価する make much of
4870 熟語・基本動詞 25 動詞 を理解する make out
4871 熟語・基本動詞５(26) 1 動詞 のために場所を空ける make room for
4872 熟語・基本動詞 2 動詞 合点が行く make sense
4873 熟語・基本動詞 3 動詞 を確認する make sure
4874 熟語・基本動詞 4 動詞 を埋め合わせる make up for
4875 熟語・基本動詞 5 動詞 決心する make up one's mind
4876 熟語・基本動詞 6 動詞 を利用する make use of
4877 熟語・基本動詞 7 動詞 ～に、･･･を借りている owe ･･･ to ～
4878 熟語・基本動詞 8 動詞 に参加する participate in
4879 熟語・基本動詞 9 動詞 傍を通り過ぎる pass by
4880 熟語・基本動詞 10 動詞 に注意を払う pay attention to
4881 熟語・基本動詞 11 動詞 を訪問する pay a visit to
4882 熟語・基本動詞 12 動詞 役割を果たす play a part
4883 熟語・基本動詞 13 動詞 を指摘する point out
4884 熟語・基本動詞 14 動詞 ＢよりＡを好む prefer A to B
4885 熟語・基本動詞 15 動詞 の準備をする prepare for
4886 熟語・基本動詞 16 動詞 を延期する put off
4887 熟語・基本動詞 17 動詞 を着る put on
4888 熟語・基本動詞 18 動詞 火を消す put out
4889 熟語・基本動詞 19 動詞 に耐える put up with
4890 熟語・基本動詞 20 動詞 から回復する recover from
4891 熟語・基本動詞 21 動詞 ＡをＢとみなす regard A as B
4892 熟語・基本動詞 22 動詞 したことを覚えている remember doing
4893 熟語・基本動詞 23 動詞 することを忘れない remember to do
4894 熟語・基本動詞 24 動詞 ＡにＢを思い出させる remind A of B
4895 熟語・基本動詞 25 動詞 という結果となる result in
4896 熟語・基本動詞 26 動詞 偶然会う run into
4897 熟語・基本動詞６(26) 1 動詞 なくなる run out
4898 熟語・基本動詞 2 動詞 が不足する run short of
4899 熟語・基本動詞 3 動詞 を見送る see off
4900 熟語・基本動詞 4 動詞 出発する set out
4901 熟語・基本動詞 5 動詞 を設立する set up
4902 熟語・基本動詞 6 動詞 手本をしめす show the way
4903 熟語・基本動詞 7 動詞 の悪口を言う speak ill of
4904 熟語・基本動詞 8 動詞 のことをよく言う speak well of
4905 熟語・基本動詞 9 動詞 の味方をする stand by
4906 熟語・基本動詞 10 動詞 表す stand for
4907 熟語・基本動詞 11 動詞 を見つめる stare at
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4908 熟語・基本動詞 12 動詞 夜更かしをする stay up late
4909 熟語・基本動詞 13 動詞 に苦しむ suffer from
4910 熟語・基本動詞 14 動詞 写真を撮る take a picture
4911 熟語・基本動詞 15 動詞 休憩をする take a rest
4912 熟語・基本動詞 16 動詞 旅行する take a trip
4913 熟語・基本動詞 17 動詞 散歩する take a walk
4914 熟語・基本動詞 18 動詞 の面倒を見る take care of
4915 熟語・基本動詞 19 動詞 効力を発する take effect
4916 熟語・基本動詞 20 動詞 を当然のことと思う take ･･･ for granted
4917 熟語・基本動詞 21 動詞 ＡをＢと間違える take A for B
4918 熟語・基本動詞 22 動詞 をだます take in
4919 熟語・基本動詞 23 動詞 気楽にする take it easy
4920 熟語・基本動詞 24 動詞 注文をとる take one's order
4921 熟語・基本動詞 25 動詞 を脱ぐ take off
4922 熟語・基本動詞 26 動詞 を出す take out
4923 熟語・基本動詞７(26) 1 動詞 を引き継ぐ take over
4924 熟語・基本動詞 2 動詞 に参加する take part in
4925 熟語・基本動詞 3 動詞 起こる take place
4926 熟語・基本動詞 4 動詞 の代わりをする take the place of
4927 熟語・基本動詞 5 動詞 ＡとＢを区別する tell A from B
4928 熟語・基本動詞 6 動詞 する傾向にある tend to do
4929 熟語・基本動詞 7 動詞 を重んじる think much of
4930 熟語・基本動詞 8 動詞 ＡをＢとみなす think of A as B
4931 熟語・基本動詞 9 動詞 を熟考する think over
4932 熟語・基本動詞 10 動詞 を捨てる throw away
4933 熟語・基本動詞 11 動詞 を試着する try on
4934 熟語・基本動詞 12 動詞 しようとする try to do
4935 熟語・基本動詞 13 動詞 ボリュームを下げる turn down
4936 熟語・基本動詞 14 動詞 に変わる turn into
4937 熟語・基本動詞 15 動詞 消す turn off
4938 熟語・基本動詞 16 動詞 点ける turn on
4939 熟語・基本動詞 17 動詞 であると判明する turn out
4940 熟語・基本動詞 18 動詞 ボリュームを上げる turn up
4941 熟語・基本動詞 19 動詞 以前は、・・・よくした used to do
4942 熟語・基本動詞 20 動詞 をすり減らす wear out
4943 熟語・基本動詞 21 動詞 うまく行く work out
4944 熟語・基本動詞 22 動詞 体重を減らす work off
4945 熟語・基本動詞 23 動詞 に手紙を書く write to
4946 熟語・基本動詞 24 動詞 ぜひ、・・・したい would like to do
4947 熟語・基本動詞 25 動詞 安全第一 Safety First
4948 熟語・基本動詞 26 動詞 安全運転 Drive Safely
4949 ことわざ１(13) 1 案ずるより、生むが易し。 An attempt is sometimes easier than expected.

4950 ことわざ 2 早起きは、三文の得。 Early birds catch the worms.

4951 ことわざ 3 後の祭り A day after the fair
4952 ことわざ 4 ちりも積もれば山となる Many a mickle makes a muckle.

4953 ことわざ 5 初めが大事 Good beginning makes good ending.

4954 ことわざ 6 人は万物の霊長 Man is the soul of the universe.

4955 ことわざ 7 花より団子 Bread is better than the songs of birds.

4956 ことわざ 8 一事が万事 The lion is known by his claws.

4957 ことわざ 9 一年の計は、元旦にあり New year's day is the key of the year.

4958 ことわざ 10 犬も歩けば、棒にあたる Every dog has his day.
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4959 ことわざ 11 衣食足って、礼節を知る Well-fed, well-bred.
4960 ことわざ 12 急がば回れ More haste, less speed.
4961 ことわざ 13 言うは易く、行なうは難し It is easier to preach than to practice.

4962 ことわざ２(13) 1 地獄で仏 An oasis in the dessert.
4963 ことわざ 2 人事を尽くして天命を待つ Do your best and leave the rest to Providence.

4964 ことわざ 3 十人十色 Every one has his taste.
4965 ことわざ 4 苦しいときの神頼み Any port in a storm.
4966 ことわざ 5 馬子にも衣装 Fine feathers make fine birds.

4967 ことわざ 6 撒かぬ種は生えぬ Nothing can come of nothing.

4968 ことわざ 7 待てば海路の日和あり All things come to those who wait.

4969 ことわざ 8 山あれば谷あり Every hill has its valley.
4970 ことわざ 9 雄弁は銀、沈黙は金 Speech is silver, silence is golden.

4971 ことわざ 10 油断大敵 A little neglect may breed great mischief.

4972 ことわざ 11 笑う門には福来る Laugh and grow fat.
4973 ことわざ 12 渡る世間に鬼はない There is kindness to be found everywhere.

4974 ことわざ 13 禍転じて福となる Bad luck often brings good luck.

4975 ことわざ３(13) 1 嘘も方便 A necessary lie is harmless.

4976 ことわざ 2 馬の耳に念仏 Pouring water on a duck's back.

4977 ことわざ 3 時は金なり Time is money.
4978 ことわざ 4 鳶が鷹を産む A black hen lays white eggs.

4979 ことわざ 5 ところ変われば品変わる Every country has its customs.

4980 ことわざ 6 天は自ら助くる者を助く Heaven helps those who help themselves.

4981 ことわざ 7 足ることを知れ。 Content is happiness.
4982 ことわざ 8 過ぎたるは及ばざるが如し Too much is as bad as too little.

4983 ことわざ 9 好きこそものの上手なれ What one likes to do, one generally does well.

4984 ことわざ 10 住めば都 Every bird thinks its own nest charming.

4985 ことわざ 11 六十の手習い It is never too late to learn.

4986 ことわざ 12 ローマは一日にして成らず Rome was not built in a day.

4987 ことわざ 13 三人寄れば文殊の知恵 Two heads are better than one.

4988 ことわざ４(13) 1 猿も木から落ちる Anybody can make a mistake.

4989 ことわざ 2 習慣は第二の天性 Habit is a second nature.
4990 ことわざ 3 損して得とれ One lost, two found
4991 ことわざ 4 失敗は成功のもと Failures teach success.
4992 ことわざ 5 千里も道も一歩より Step by step one goes a long way.

4993 ことわざ 6 急いては事を仕損じる Haste makes waste.
4994 ことわざ 7 良薬は口に苦し A good medicine tastes bitter.

4995 ことわざ 8 溺れるものは藁をも掴む A drowning man will catch at a straw.

4996 ことわざ 9 憎まれっ子世に憚る A bad thing never dies.
4997 ことわざ 10 苦は楽の種 No gains without pains.
4998 ことわざ 11 習うより慣れろ Practice makes perfect.
4999 ことわざ 12 念には念を入れろ Hear twice before you speak once.

5000 ことわざ 13 生兵法は怪我のもと A little knowledge is a dangerous thing.
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