
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

5001 宗教１(19) 1 名詞 宗教 religion
5002 宗教 2 名詞 創造主 Creator
5003 宗教 3 名詞 神様 God
5004 願望 4 形容詞 全能の almighty
5005 宗教 5 名詞 キリスト教 Christianity
5006 宗教 6 名詞 クリスチャン Christian
5007 宗教 7 名詞 聖書 Bible
5008 宗教 8 名詞 礼拝 worship
5009 宗教 9 名詞 説教 sermon
5010 宗教 10 名詞 洗礼 baptism
5011 宗教 11 名詞 罪人 sinner
5012 宗教 12 名詞 告白 confession
5013 宗教 13 名詞 祈り prayer
5014 宗教 14 名詞 祝福 blessing
5015 宗教 15 名詞 天国 heaven
5016 宗教 16 名詞 クリスマス Christmas
5017 宗教 17 名詞 極楽 paradise
5018 宗教 18 名詞 天使 angel
5019 宗教 19 名詞 自由の女神 the Statue of Liberty
5020 宗教２(19) 1 名詞 イスラム教 Islam
5021 宗教 2 名詞 イスラム教徒 Muslim
5022 宗教 3 名詞 イスラム教寺院 mosque
5023 宗教 4 名詞 仏様 Buddha
5024 宗教 5 名詞 仏教 Buddhism
5025 宗教 6 名詞 仏教徒 Buddhist
5026 宗教 7 名詞 仏像 the statue of Buddha
5027 宗教 8 名詞 神道 shintoism
5028 宗教 9 名詞 神社 shrine
5029 宗教 10 名詞 ラテン語 Latin
5030 宗教 11 名詞 ヘブライ語 Hebrew
5031 宗教 12 名詞 神話 myth
5032 宗教 13 名詞 魔女 witch
5033 宗教 14 名詞 奴隷 slave
5034 宗教 15 名詞 皇帝の imperial
5035 宗教 16 名詞 独立記念日 Independence Day
5036 宗教 17 名詞 記念日 anniversary
5037 宗教 18 名詞 時代 era
5038 宗教 19 名詞 文芸復興運動 Renaissance
5039 宗教３(19) 1 名詞 代表者会議 convention
5040 宗教 2 名詞 弟子 discipline
5041 宗教 3 名詞 皇帝 emperor
5042 宗教 4 名詞 儀式 ritual
5043 宗教 5 名詞 聖典 sacred writings
5044 宗教 6 名詞 祭壇 altar
5045 宗教 7 名詞 幽霊 ghost
5046 宗教 8 名詞 僧 priest
5047 宗教 9 名詞 精神 spirit
5048 宗教 10 名詞 子宮 womb
5049 宗教 11 名詞 宣教師 missionary
5050 宗教 12 名詞 神殿、寺院 temple
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5051 宗教 13 名詞 聖母 the Holy mother
5052 宗教 14 名詞 大聖堂 cathedral
5053 宗教 15 名詞 修道院 convent
5054 宗教 16 名詞 生き物 creature
5055 宗教 17 名詞 悪魔 devil
5056 宗教 18 名詞 竜 dragon
5057 宗教 19 名詞 復活祭 Easter
5058 宗教４(19) 1 名詞 女神 goddess
5059 宗教 2 名詞 十字架 cross
5060 宗教 3 名詞 騎士 knight
5061 宗教 4 名詞 妖精 fairy
5062 宗教 5 名詞 信仰 faith
5063 宗教 6 名詞 地獄 hell
5064 宗教 7 名詞 カトリック Catholic
5065 宗教 8 名詞 プロテスタント protestant
5066 宗教 9 名詞 ユダヤ教徒 Jew
5067 宗教 10 名詞 尼 nun
5068 宗教 11 名詞 思想家 thinker
5069 宗教 12 名詞 哲学 philosophy
5070 宗教 13 名詞 奇跡 miracle
5071 宗教 14 名詞 聖人 saint
5072 宗教 15 名詞 善意 good will
5073 宗教 16 名詞 悪意 ill will
5074 宗教 17 名詞 為 sake
5075 宗教 18 名詞 罪 sin
5076 宗教 19 名詞 誓い oath
5077 宗教５(18) 1 名詞 魂 soul
5078 宗教 2 名詞 ベール veil
5079 宗教 3 名詞 賛美歌 hymn
5080 宗教 4 名詞 キリスト Christ
5081 宗教 5 名詞 犠牲者 victim
5082 宗教 6 形容詞 神聖な divine
5083 宗教 7 形容詞 同時代に存在する contemporary
5084 宗教 8 形容詞 神聖な holy
5085 宗教 9 形容詞 宗教の religious
5086 宗教 10 形容詞 重大な grave
5087 宗教 11 形容詞 天国のような heavenly
5088 宗教 12 形容詞 歴史上の historical
5089 宗教 13 動詞 犠牲にする sacrifice
5090 宗教 14 動詞 告白する confess
5091 宗教 15 動詞 存在する exist
5092 宗教 16 動詞 祈る pray
5093 宗教 17 動詞 誓う swear
5094 宗教 18 動詞 君臨する reign
5095 世界１(20) 1 名詞 国連 United Nations
5096 世界 2 名詞 ハロウィーン Halloween
5097 世界 3 名詞 オリンピック Olympic Games
5098 世界 4 名詞 地平線 horizon
5099 世界 5 名詞 無知 ignorance
5100 世界 6 名詞 観察者 observer
5101 世界 7 名詞 指導者 instructor
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5102 世界 8 名詞 自由 freedom
5103 世界 9 名詞 飢え hunger
5104 世界 10 名詞 母国語 native language
5105 世界 11 名詞 部族、種族 tribe
5106 世界 12 名詞 国境 border
5107 世界 13 名詞 文明 civilization
5108 世界 14 名詞 公爵 duke
5109 世界 15 名詞 東洋 Orient
5110 世界 16 名詞 大西洋 the Atlantic Ocean
5111 世界 17 名詞 太平洋 the Pacific Ocean
5112 世界 18 名詞 山脈 mountain chain
5113 世界 19 名詞 五大洋 Five Oceans
5114 世界 20 名詞 大河 big river
5115 世界２(20) 1 名詞 人口 population
5116 世界 2 名詞 黒人 Negro
5117 世界 3 名詞 赤十字 Red Cross
5118 世界 4 名詞 シルクロード Silk Road
5119 世界 5 名詞 紅海 Red Sea
5120 世界 6 名詞 先導者 leader
5121 世界 7 名詞 事実 fact
5122 世界 8 名詞 世界 world
5123 世界 9 名詞 区域 zone
5124 世界 10 名詞 首都 capital
5125 世界 11 名詞 地図帳 atlas
5126 世界 12 名詞 ホームステイ home stay
5127 世界 13 名詞 衝撃 impact
5128 世界 14 名詞 結び付き relationship
5129 世界 15 名詞 所見 remark
5130 世界 16 名詞 確信 conviction
5131 世界 17 名詞 協議会 council
5132 世界 18 名詞 論争 controversy
5133 世界 19 名詞 同世代の人々 generation
5134 世界 20 名詞 移住者 immigrant
5135 世界３(20) 1 名詞 国土 land
5136 世界 2 名詞 忠義、誠実 loyalty
5137 世界 3 名詞 危機 crisis
5138 世界 4 名詞 博覧会 exposition
5139 世界 5 名詞 前夜 eve
5140 世界 6 形容詞 遠く離れた remote
5141 世界 7 形容詞 国際的な international
5142 世界 8 形容詞 東洋の Oriental
5143 世界 9 形容詞 学問の academic
5144 世界 10 形容詞 島国の insular
5145 世界 11 形容詞 大西洋の Atlantic
5146 世界 12 形容詞 太平洋の Pacific
5147 世界 13 形容詞 全世界の global
5148 世界 14 形容詞 最近の recent
5149 世界 15 形容詞 注目すべき remarkable
5150 世界 16 形容詞 かなりの considerable
5151 世界 17 形容詞 議論を呼ぶ controversial
5152 世界 18 形容詞 全体の entire
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5153 世界 19 形容詞 同等の equivalent
5154 世界 20 形容詞 貪欲である greedy
5155 世界４(19) 1 形容詞 忠誠な、誠実な loyal
5156 世界 2 形容詞 相互の mutual
5157 世界 3 形容詞 知られていない unknown
5158 世界 4 形容詞 信じられぬ程驚くべき marvelous
5159 世界 5 副詞 最後には eventually
5160 世界 6 動詞 起こる occur
5161 世界 7 動詞 法的に有効にする validate
5162 世界 8 動詞 大声を張り上げる rant
5163 世界 9 動詞 改訂する revise
5164 世界 10 動詞 仲裁する intercede
5165 世界 11 動詞 反射する reflect
5166 世界 12 動詞 関連付ける relate
5167 世界 13 動詞 宣言する declare
5168 世界 14 動詞 から成り立っている consist
5169 世界 15 動詞 細かな差を区別する discriminate
5170 世界 16 動詞 交渉する negotiate
5171 世界 17 動詞 占有する occupy
5172 世界 18 動詞 説得する persuade
5173 世界 19 動詞 分かち合う share
5174 世界の国１(15) 1 名詞 国 country
5175 世界の国 2 名詞 国籍 nationality
5176 世界の国 3 名詞 旗 flag
5177 世界の国 4 形容詞 全国的な national
5178 世界の国 5 形容詞 国家の national
5179 世界の国 6 形容詞 人種間の racial
5180 世界の国 7 名詞 人々、民族、国民 people
5181 世界の国 8 名詞 アフリカ Africa
5182 世界の国 9 名詞 アジア Asia
5183 国（民） 10 名詞 ヨーロッパ人 Europeans
5184 都市名 11 名詞 ヨーロッパ Europe
5185 世界の国 12 形容詞 人種的な ethnic
5186 世界の国 13 名詞 国歌 national anthem
5187 世界の国 14 名詞 状態、国家、州 state
5188 都市名 15 形容詞 地元の local
5189 世界の国２(25) 1 名詞 日本 Japan1
5190 世界の国 2 名詞 日本人 Japan2
5191 世界の国 3 名詞 日本語 Japan3
5192 世界の国 4 名詞 韓国 Korea1
5193 世界の国 5 名詞 韓国人 Korea2
5194 世界の国 6 名詞 韓国語 Korea3
5195 世界の国 7 名詞 中国 China1
5196 世界の国 8 名詞 中国人 China2
5197 世界の国 9 名詞 中国語 China3
5198 世界の国 10 名詞 イギリス England1
5199 世界の国 11 名詞 イギリス人 England2
5200 世界の国 12 名詞 英語 England3
5201 世界の国 13 名詞 アメリカ合衆国 America1
5202 世界の国 14 名詞 米国人 America2
5203 世界の国 15 名詞 米語 America3
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5204 世界の国 16 名詞 ドイツ Germany1
5205 世界の国 17 名詞 ドイツ人 Germany2
5206 世界の国 18 名詞 ドイツ語 Germany3
5207 世界の国 19 名詞 フランス France1
5208 世界の国 20 名詞 フランス人 France2
5209 世界の国 21 名詞 フランス語 France3
5210 世界の国 22 名詞 スペイン Spain1
5211 世界の国 23 名詞 スペイン人 Spain2
5212 世界の国 24 名詞 スペイン語 Spain3
5213 世界の国 25 名詞 インド India1
5214 世界の国３(25) 1 名詞 インド人 India2
5215 世界の国 2 名詞 インド語 India3
5216 世界の国 3 名詞 タイ Thailand1
5217 世界の国 4 名詞 タイ人 Thailand2
5218 世界の国 5 名詞 タイ語 Thailand3
5219 世界の国 6 名詞 カンボジア Cambodia1
5220 世界の国 7 名詞 カンボジア人 Cambodia2
5221 世界の国 8 名詞 カンボジア語 Cambodia3
5222 世界の国 9 名詞 ギリシャ Greece1
5223 世界の国 10 名詞 ギリシャ人 Greece2
5224 世界の国 11 名詞 ギリシャ語 Greece3
5225 世界の国 12 名詞 スコットランド Scotland1
5226 世界の国 13 名詞 スコットランド人 Scotland2
5227 世界の国 14 名詞 スコットランド語 Scotland3
5228 世界の国 15 名詞 オランダ Netherlands1
5229 世界の国 16 名詞 オランダ人 Netherlands2
5230 世界の国 17 名詞 オランダ語 Netherlands3
5231 世界の国 18 名詞 オーストラリア Australia1
5232 世界の国 19 名詞 オーストラリア人 Australia2
5233 世界の国 20 名詞 オーストラリア公用語 Australia3
5234 世界の国 21 名詞 ブラジル Brazil1
5235 世界の国 22 名詞 ブラジル人 Brazil2
5236 世界の国 23 名詞 ブラジル公用語 Brazil3
5237 世界の国 24 名詞 カナダ Canada1
5238 世界の国 25 名詞 カナダ人 Canada2
5239 世界の国４(25) 1 名詞 カナダ公用語 Canada3
5240 世界の国 2 名詞 ロシア Russia1
5241 世界の国 3 名詞 ロシア人 Russia2
5242 世界の国 4 名詞 ロシア語 Russia3
5243 世界の国 5 名詞 アイルランド Ireland1
5244 世界の国 6 名詞 アイルランド人 Ireland2
5245 世界の国 7 名詞 アイルランド語 Ireland3
5246 世界の国 8 名詞 タンザニア Tanzania1
5247 世界の国 9 名詞 タンザニア人 Tanzania2
5248 世界の国 10 名詞 タンザニア公用語 Tanzania3
5249 世界の国 11 名詞 エジプト Egypt1
5250 世界の国 12 名詞 エジプト人 Egypt2
5251 世界の国 13 名詞 エジプト公用語 Egypt3
5252 世界の国 14 名詞 イタリア Italy1
5253 世界の国 15 名詞 イタリア人 Italy2
5254 世界の国 16 名詞 イタリア語 Italy3
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5255 世界の国 17 名詞 メキシコ Mexico1
5256 世界の国 18 名詞 メキシコ人 Mexico2
5257 世界の国 19 名詞 メキシコ公用語 Mexico3
5258 世界の国 20 名詞 ケニア Kenya1
5259 世界の国 21 名詞 ケニア人 Kenya2
5260 世界の国 22 名詞 ケニア公用語 Kenya3
5261 世界の国 23 名詞 ニュージーランド New Zealand1
5262 世界の国 24 名詞 ニュージーランド人 New Zealand2
5263 世界の国 25 名詞 ニュージーランド公用語 New Zealand3
5264 世界の国５(24) 1 名詞 ノルウェー Norway1
5265 世界の国 2 名詞 ノルウェー人 Norway2
5266 世界の国 3 名詞 ノルウェー語 Norway3
5267 世界の国 4 名詞 スイス Switzerland1
5268 世界の国 5 名詞 スイス人 Switzerland2
5269 世界の国 6 名詞 スイス公用語 Switzerland3
5270 世界の国 7 名詞 ネパール Nepal1
5271 世界の国 8 名詞 ネパール人 Nepal2
5272 世界の国 9 名詞 ネパール語 Nepal3
5273 世界の国 10 名詞 デンマーク Denmark1
5274 世界の国 11 名詞 デンマーク人 Denmark2
5275 世界の国 12 名詞 デンマーク語 Denmark3
5276 世界の国 13 名詞 マレーシア Malaysia1
5277 世界の国 14 名詞 マレーシア人 Malaysia2
5278 世界の国 15 名詞 マレーシア公用語 Malaysia3
5279 世界の国 16 名詞 スウェーデン Sweden1
5280 世界の国 17 名詞 スウェーデン人 Sweden2
5281 世界の国 18 名詞 スウェーデン語 Sweden3
5282 世界の国 19 名詞 アルゼンチン Argentina1
5283 世界の国 20 名詞 アルゼンチン人 Argentina2
5284 世界の国 21 名詞 アルゼンチン公用語 Argentina3
5285 世界の国 22 名詞 トルコ Turkey1
5286 世界の国 23 名詞 トルコ人 Turkey2
5287 世界の国 24 名詞 トルコ公用語 Turkey3
5288 マスコミ１(21) 1 名詞 握りこぶし fist
5289 マスコミ 2 名詞 否認 denial
5290 マスコミ 3 名詞 批評 criticism
5291 マスコミ 4 名詞 兆候 symptom
5292 マスコミ 5 名詞 公表 announcement
5293 マスコミ 6 名詞 アナウンサ announcer
5294 マスコミ 7 名詞 議会の congressional
5295 マスコミ 8 名詞 宝石 jewel
5296 マスコミ 9 名詞 宝石類 jewelry
5297 マスコミ 10 名詞 応答 response
5298 マスコミ 11 名詞 要約 summary
5299 マスコミ 12 名詞 切り抜き帳 scrapbook
5300 マスコミ 13 名詞 番組提供者 sponsor
5301 マスコミ 14 名詞 合間 interval
5302 マスコミ 15 名詞 輪郭 outline
5303 マスコミ 16 名詞 パンフレット pamphlet
5304 マスコミ 17 名詞 刷り（すり） printing
5305 マスコミ 18 名詞 マスコミ機関 media
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5306 マスコミ 19 名詞 寓話 fable
5307 マスコミ 20 名詞 綿密な調査 scrutiny
5308 マスコミ 21 名詞 評判 reputation
5309 マスコミ２(20) 1 名詞 会社案内 company brochure
5310 マスコミ 2 名詞 話す人、演説家 speaker
5311 マスコミ 3 名詞 動向 trend
5312 マスコミ 4 名詞 関心 concern
5313 マスコミ 5 名詞 出来事 incident
5314 マスコミ 6 名詞 影響 influence
5315 マスコミ 7 名詞 事態 affair
5316 マスコミ 8 名詞 論評 comment
5317 マスコミ 9 名詞 著者 author
5318 マスコミ 10 名詞 自筆 autograph
5319 マスコミ 11 名詞 目録 catalog
5320 マスコミ 12 名詞 陰口 gossip
5321 マスコミ 13 名詞 使者 messenger
5322 マスコミ 14 名詞 ニュース news
5323 マスコミ 15 名詞 無意味な言葉 nonsense
5324 マスコミ 16 名詞 切り抜き scrap
5325 マスコミ 17 名詞 前書き preface
5326 マスコミ 18 形容詞 新時代を開く epoch-making
5327 マスコミ 19 形容詞 広く行き渡った widespread
5328 マスコミ 20 形容詞 ばかばかしい ridiculous
5329 その他 1 動詞 正体を暴露する debunk
5330 その他 2 動詞 尾行する tail
5331 その他 3 動詞 怖がらせる scare
5332 その他 4 動詞 追跡する chase
5333 その他 5 動詞 人を狼狽させる bewilder
5334 マスコミ３(20) 6 動詞 制限する limit
5335 マスコミ 7 動詞 取材訪問する interview
5336 マスコミ 8 動詞 書き落す omit
5337 マスコミ 9 動詞 暗示する hint
5338 マスコミ 10 動詞 発表する release
5339 マスコミ 11 動詞 促進する promote
5340 マスコミ 12 動詞 出す、発行する issue
5341 マスコミ 13 動詞 誘発する trigger
5342 マスコミ 14 動詞 削除する eliminate
5343 マスコミ 15 動詞 例証する cite
5344 マスコミ 16 動詞 伝達する communicate
5345 マスコミ 17 動詞 批評する criticize
5346 マスコミ 18 動詞 違う differ
5347 マスコミ 19 動詞 編集する edit
5348 マスコミ 20 動詞 引用する quote
5349 形容詞１(21) 1 形容詞 その the
5350 形容詞 2 形容詞 たかが・・・すぎない mere
5351 形容詞 3 形容詞 欠けている missing
5352 形容詞 4 形容詞 具体的な concrete
5353 形容詞 5 形容詞 驚くほどの amazing
5354 形容詞 6 形容詞 2つ以上の意味にとれる ambiguous
5355 形容詞 7 形容詞 適切な appropriate
5356 形容詞 8 形容詞 独特の particular
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5357 形容詞 9 形容詞 卓越した prominent
5358 形容詞 10 形容詞 絶対的な absolute
5359 形容詞 11 形容詞 充分な量の adequate
5360 形容詞 12 形容詞 不可能な impossible
5361 形容詞 13 形容詞 しがちな apt
5362 形容詞 14 形容詞 両方の both
5363 形容詞 15 形容詞 いずれか either
5364 形容詞 16 形容詞 極端な extreme
5365 形容詞 17 形容詞 かすかな faint
5366 形容詞 18 形容詞 好意的な favorable
5367 形容詞 19 形容詞 固定した fixed
5368 形容詞 20 形容詞 好きな fond
5369 形容詞 21 形容詞 辛らつな harsh
5370 形容詞２(21) 1 形容詞 劣った inferior
5371 形容詞 2 形容詞 単数の singular
5372 形容詞 3 形容詞 複数の plural
5373 形容詞 4 形容詞 重大な significant
5374 形容詞 5 形容詞 無駄な useless
5375 形容詞 6 形容詞 確信している、確実な certain
5376 形容詞 7 形容詞 信頼できる reliable
5377 形容詞 8 副詞 確信している sure
5378 形容詞 9 形容詞 日当たりのよい sunny
5379 形容詞 10 形容詞 後半の latter
5380 形容詞 11 形容詞 深遠な profound
5381 形容詞 12 形容詞 いんちきの bogus
5382 形容詞 13 形容詞 毅然とした態度をとる adamant
5383 形容詞 14 形容詞 経験に富む sage
5384 形容詞 15 形容詞 伝染する contagious
5385 形容詞 16 形容詞 身を切るような poignant
5386 形容詞 17 形容詞 垢で汚れた grimy
5387 形容詞 18 形容詞 妄想的な delusional
5388 形容詞 19 形容詞 要を得た pertinent
5389 形容詞 20 形容詞 無関係の irrelevant
5390 形容詞 21 形容詞 そつがない shrewd
5391 形容詞３(21) 1 形容詞 避けられない imperative
5392 形容詞 2 形容詞 張り詰めた tense
5393 形容詞 3 形容詞 ものすごい terrific
5394 形容詞 4 形容詞 曖昧な vague
5395 形容詞 5 形容詞 様々な various
5396 形容詞 6 形容詞 目に見える visible
5397 形容詞 7 形容詞 平凡な ordinary
5398 形容詞 8 形容詞 深紅色の scarlet
5399 形容詞 9 形容詞 中心から離れている outer
5400 形容詞 10 形容詞 奥の inner
5401 形容詞 11 形容詞 正確に precisely
5402 形容詞 12 形容詞 以前の previous
5403 形容詞 13 形容詞 最高位の prime
5404 形容詞 14 形容詞 起こりそうな probable
5405 形容詞 15 形容詞 すさまじい tremendous
5406 形容詞 16 形容詞 思いやりのない unkind
5407 形容詞 17 形容詞 場所に収まりにくい unruly
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5408 形容詞 18 形容詞 普通でない unusual
5409 形容詞 19 形容詞 明確な definite
5410 形容詞４(26) 20 形容詞 いつもの usual
5411 決まり文句 21 形容詞 できない unable
5412 程度・順序 1 形容詞 広々とした broad
5413 程度・順序 2 形容詞 遠い、離れた distant
5414 程度・順序 3 形容詞 正確な exact
5415 程度・順序 4 形容詞 最後の final
5416 程度・順序 5 形容詞 次に来る following
5417 程度・順序 6 形容詞 前の former
5418 程度・順序 7 形容詞 全般的な general
5419 特徴・様子 8 形容詞 現実の actual
5420 特徴・様子 9 形容詞 輝く、鮮やかな bright
5421 特徴・様子 10 形容詞 きらきら輝く brilliant
5422 特徴・様子 11 形容詞 優秀な、一流の excellent
5423 特徴・様子 12 形容詞 堅い、しっかりした firm
5424 特徴・様子 13 形容詞 正式の、型にはまった formal
5425 特徴・様子 14 形容詞 幸福な、幸運をもたらす fortunate
5426 特徴・様子 15 形容詞 壮大な grand
5427 特徴・様子 16 形容詞 助けになる helpful
5428 特徴・様子 17 形容詞 主要な main
5429 特徴・様子 18 形容詞 母国語の native
5430 特徴・様子 19 形容詞 通常の、標準の normal
5431 特徴・様子 20 形容詞 完璧な、ぴったりの perfect
5432 特徴・様子 21 形容詞 個人の personal
5433 言い回し 22 形容詞 自分自身の own
5434 特徴・様子 23 形容詞 可能な possible
5435 特徴・様子 24 形容詞 実用的な、実践上の practical
5436 特徴・様子 25 形容詞 適した、正しい proper
5437 特徴・様子 26 形容詞 規則正しい regular
5438 副詞１(26) 1 副詞 上手に nicely
5439 副詞 2 副詞 まずく、不当に badly
5440 副詞 3 副詞 確実に、そのとおり certainly
5441 副詞 4 副詞 はっきりと、疑いもなく clearly
5442 副詞 5 副詞 完全に、充分に completely
5443 副詞 6 副詞 まったく quite
5444 副詞 7 副詞 深く deeply
5445 副詞 8 副詞 容易に easily
5446 副詞 9 副詞 一般に generally
5447 副詞 10 副詞 大いに、偉大に greatly
5448 副詞 11 副詞 非常に、おおいに highly
5449 副詞 12 副詞 もしかすると maybe
5450 副詞 13 副詞 一部分は partly
5451 副詞 14 副詞 疑いなく surely
5452 副詞 15 副詞 そのほかの else
5453 副詞 16 副詞 ・・・でない not
5454 副詞 17 副詞 ひょっとしたら perhaps
5455 副詞 18 副詞 そのように so
5456 副詞 19 副詞 ともに together
5457 副詞 20 副詞 とても very
5458 副詞 21 副詞 充分に well
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5459 副詞 22 副詞 ひどく terribly
5460 副詞 23 副詞 楽しげに merrily
5461 副詞 24 副詞 珍しく unusually
5462 副詞 25 副詞 近頃は nowadays
5463 副詞 26 副詞 いつであろうと・・・ない never
5464 副詞２(18) 1 副詞 実は、現実に actually
5465 副詞 2 副詞 当然、自然に naturally
5466 副詞 3 副詞 変わることなく invariably
5467 副詞 4 副詞 辛うじて barely
5468 副詞 5 副詞 見たところでは apparently
5469 副詞 6 副詞 ひょうとしたら possibly
5470 副詞 7 副詞 絶対的に absolutely
5471 副詞 8 副詞 偶然に accidentally
5472 副詞 9 副詞 前方へ forth
5473 副詞 10 副詞 非常に awfully
5474 副詞 11 副詞 主として chiefly
5475 副詞 12 副詞 もっと遠くに、更に進んで farther
5476 副詞 13 副詞 しっかりと firmly
5477 副詞 14 副詞 本当に truly
5478 副詞 15 副詞 頻繁に frequently
5479 副詞 16 副詞 急速に rapidly
5480 副詞 17 副詞 最も遠くに farthest
5481 副詞 18 副詞 本当に indeed
5482 副詞３(19) 1 副詞 それ故に therefore
5483 副詞 2 副詞 従って thus
5484 副詞 3 副詞 さもなければ otherwise
5485 副詞 4 副詞 最後に lastly
5486 副詞 5 副詞 ほとんど ～ でない scarcely
5487 副詞 6 副詞 簡単に simply
5488 副詞 7 副詞 わずかに slightly
5489 副詞 8 副詞 事実上は virtually
5490 副詞 9 副詞 真心をこめて wholeheartedly
5491 副詞 10 副詞 時間どおりに punctually
5492 副詞 11 副詞 従って according
5493 副詞 12 副詞 文字通りに literally
5494 副詞 13 副詞 同様に alike
5495 副詞 14 副詞 ぶっきらぼうに bluntly
5496 副詞 15 副詞 文句なく definitely
5497 副詞 16 副詞 完全に altogether
5498 副詞 17 副詞 極めて extremely
5499 副詞 18 副詞 広範囲にわたって widely
5500 副詞 19 副詞 迅速に swiftly

#REF!

10 / 10 ページ


