
連番 小分類 品詞 事象 英語表現 記憶チェック

5501 不規則動詞１(26) 1 動詞 である－ であった am was
5502 不規則動詞 2 動詞 である am was been being
5503 不規則動詞 3 動詞 である－ であった are were
5504 不規則動詞 4 動詞 である are were been being
5505 不規則動詞 5 動詞 になる become became

5506 不規則動詞 6 動詞 になる
become became
become becoming

5507 不規則動詞 7 動詞 始まる begin began

5508 不規則動詞 8 動詞 始まる
begin began begun
beginning

5509 不規則動詞 9 動詞 噛む bite bit
5510 不規則動詞 10 動詞 噛む bite bit bitten biting
5511 不規則動詞 11 動詞 吹く blow blew
5512 不規則動詞 12 動詞 吹く blow blew blew blowing
5513 不規則動詞 13 動詞 壊す break broke

5514 不規則動詞 14 動詞 壊す
break broke broken
breaking

5515 不規則動詞 15 動詞 持ってくる bring brought

5516 不規則動詞 16 動詞 持ってくる
bring brought brought
bringing

5517 不規則動詞 17 動詞 建てる build built
5518 不規則動詞 18 動詞 建てる build built built building
5519 不規則動詞 19 動詞 買う buy bought

5520 不規則動詞 20 動詞 買う
buy bought bought
buying

5521 不規則動詞 21 動詞 捕らえる catch caught

5522 不規則動詞 22 動詞 捕らえる
catch caught caught
catching

5523 不規則動詞 23 動詞 選ぶ choose chose

5524 不規則動詞 24 動詞 選ぶ
choose chose chosen
choosing

5525 不規則動詞 25 動詞 来る come came

5526 不規則動詞 26 動詞 来る
come came come
coming

5527 不規則動詞２(26) 1 動詞 要する cost cost
5528 不規則動詞 2 動詞 要する cost cost cost costing
5529 不規則動詞 3 動詞 切る cut cut
5530 不規則動詞 4 動詞 切る cut cut cut cutting
5531 不規則動詞 5 動詞 する do did
5532 不規則動詞 6 動詞 する do did done doing
5533 不規則動詞 7 動詞 引く draw drew
5534 不規則動詞 8 動詞 引く draw drew drawn
5535 不規則動詞 9 動詞 飲む drink drank

5536 不規則動詞 10 動詞 飲む
drink drank drunk
drinking

5537 不規則動詞 11 動詞 運転する drive drove
5538 不規則動詞 12 動詞 運転する drive drove driven driving
5539 不規則動詞 13 動詞 食べる eat ate
5540 不規則動詞 14 動詞 食べる eat ate eaten eating
5541 不規則動詞 15 動詞 落ちる fall fell
5542 不規則動詞 16 動詞 落ちる fall fell fallen falling
5543 不規則動詞 17 動詞 感じる feel felt
5544 不規則動詞 18 動詞 感じる feel felt felt feeling
5545 不規則動詞 19 動詞 戦う fight fought
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5546 不規則動詞 20 動詞 戦う fight fought fought
5547 不規則動詞 21 動詞 発見する find found
5548 不規則動詞 22 動詞 発見する find found found finding
5549 不規則動詞 23 動詞 飛ぶ fly flew
5550 不規則動詞 24 動詞 飛ぶ fly flew flown flying
5551 不規則動詞 25 動詞 忘れる forget forgot

5552 不規則動詞 26 動詞 忘れる
forget forgot forgotten
forgetting

5553 不規則動詞３(26) 1 動詞 得る get got
5554 不規則動詞 2 動詞 得る get got got getting
5555 不規則動詞 3 動詞 与える give gave
5556 不規則動詞 4 動詞 与える give gave given giving
5557 不規則動詞 5 動詞 行く go went
5558 不規則動詞 6 動詞 行く go went gone going
5559 不規則動詞 7 動詞 成長する grow grew
5560 不規則動詞 8 動詞 成長する grow grew grown growing
5561 不規則動詞 9 動詞 持つ have had
5562 不規則動詞 10 動詞 持つ have had had having
5563 不規則動詞 11 動詞 聞こえる hear heard
5564 不規則動詞 12 動詞 聞こえる hear heard heard hearing
5565 不規則動詞 13 動詞 打つ hit hit
5566 不規則動詞 14 動詞 打つ hit hit hit hitting
5567 不規則動詞 15 動詞 持つ hold held
5568 不規則動詞 16 動詞 持つ hold held held holding
5569 不規則動詞 17 動詞 である is was
5570 不規則動詞 18 動詞 である is was been being
5571 不規則動詞 19 動詞 持ち続ける keep kept
5572 不規則動詞 20 動詞 持ち続ける keep kept kept keeping
5573 不規則動詞 21 動詞 知っている know knew
5574 不規則動詞 22 動詞 知っている know knew known
5575 不規則動詞 23 動詞 置く lay laid
5576 不規則動詞 24 動詞 置く lay laid laid laying
5577 不規則動詞 25 動詞 導く lead led
5578 不規則動詞 26 動詞 導く lead led led leading
5579 不規則動詞４(26) 1 動詞 去る leave left
5580 不規則動詞 2 動詞 去る leave left left leaving
5581 不規則動詞 3 動詞 貸す lend lent
5582 不規則動詞 4 動詞 貸す lend lent lent lending
5583 不規則動詞 5 動詞 させる let let
5584 不規則動詞 6 動詞 させる let let let letting
5585 不規則動詞 7 動詞 横たわる lie lay
5586 不規則動詞 8 動詞 横たわる lie lay lain lying
5587 不規則動詞 9 動詞 うそをつく lie lied
5588 不規則動詞 10 動詞 うそをつく lie lied lied lying
5589 不規則動詞 11 動詞 失う lose lost
5590 不規則動詞 12 動詞 失う lose lost lost losing
5591 不規則動詞 13 動詞 作る make made
5592 不規則動詞 14 動詞 作る make made made making
5593 不規則動詞 15 動詞 意味する mean meant

5594 不規則動詞 16 動詞 意味する
mean meant meant
meaning

5595 不規則動詞 17 動詞 会う meet met
5596 不規則動詞 18 動詞 会う meet met met meeting
5597 不規則動詞 19 動詞 間違える mistake mistook
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5598 不規則動詞 20 動詞 間違える
mistake mistook
mistaken mistaking

5599 不規則動詞 21 動詞 払う pay paid
5600 不規則動詞 22 動詞 払う pay paid paid paying
5601 不規則動詞 23 動詞 置く put put
5602 不規則動詞 24 動詞 置く put put put putting
5603 不規則動詞 25 動詞 読む read read
5604 不規則動詞 26 動詞 読む read read read reading
5605 不規則動詞５(24) 1 動詞 乗る ride rode
5606 不規則動詞 2 動詞 乗る ride rode ridden riding
5607 不規則動詞 3 動詞 起きる rise rose
5608 不規則動詞 4 動詞 起きる rise rose risen rising
5609 不規則動詞 5 動詞 走る run ran
5610 不規則動詞 6 動詞 走る run ran run running
5611 不規則動詞 7 動詞 のこぎりを切る saw sawed
5612 不規則動詞 8 動詞 のこぎりを切る saw sawed sawn sawing
5613 不規則動詞 9 動詞 言う say said
5614 不規則動詞 10 動詞 言う say said said saying
5615 不規則動詞 11 動詞 見る see saw
5616 不規則動詞 12 動詞 見る see saw seen seeing
5617 不規則動詞 13 動詞 売る sell sold
5618 不規則動詞 14 動詞 売る sell sold sold selling
5619 不規則動詞 15 動詞 送る send sent
5620 不規則動詞 16 動詞 送る send sent sent sending
5621 不規則動詞 17 動詞 置く set set
5622 不規則動詞 18 動詞 置く set set set setting
5623 不規則動詞 19 動詞 光る shine shone
5624 不規則動詞 20 動詞 光る shine shone shone
5625 不規則動詞 21 動詞 射る shoot shot
5626 不規則動詞 22 動詞 射る shoot shot shot shooting
5627 不規則動詞 23 動詞 見せる show showed

5628 不規則動詞 24 動詞 見せる
show showed shown
showing

5629 不規則動詞６(24) 1 動詞 閉じる shut shut
5630 不規則動詞 2 動詞 閉じる shut shut shut shutting
5631 不規則動詞 3 動詞 歌う sing sang
5632 不規則動詞 4 動詞 歌う sing sang sung singing
5633 不規則動詞 5 動詞 沈む sing sank
5634 不規則動詞 6 動詞 沈む sing sank sunk singing
5635 不規則動詞 7 動詞 座る sit sat
5636 不規則動詞 8 動詞 座る sit sat sat sitting
5637 不規則動詞 9 動詞 眠る sleep slept
5638 不規則動詞 10 動詞 眠る sleep slept slept sleeping
5639 不規則動詞 11 動詞 話す speak spoke

5640 不規則動詞 12 動詞 話す
speak spoke spoken
speaking

5641 不規則動詞 13 動詞 急ぐ speed sped
5642 不規則動詞 14 動詞 急ぐ speed sped sped
5643 不規則動詞 15 動詞 費やす spend spent

5644 不規則動詞 16 動詞 費やす
spend spent spent
spending

5645 不規則動詞 17 動詞 立つ stand stood
5646 不規則動詞 18 動詞 立つ stand stood stood
5647 不規則動詞 19 動詞 泳ぐ swim swam
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5648 不規則動詞 20 動詞 泳ぐ
swim swam swum
swimming

5649 不規則動詞 21 動詞 手に取る take took
5650 不規則動詞 22 動詞 手に取る take took taken taking
5651 不規則動詞 23 動詞 教える teach taught

5652 不規則動詞 24 動詞 教える
teach taught taught
teaching

5653 不規則動詞７(21) 1 動詞 話す tell told
5654 不規則動詞 2 動詞 話す tell told told telling
5655 不規則動詞 3 動詞 考える think thought

5656 不規則動詞 4 動詞 考える
think thought thought
thinking

5657 不規則動詞 5 動詞 投げる throw threw

5658 不規則動詞 6 動詞 投げる
throw threw thrown
throwing

5659 不規則動詞 7 動詞 理解する understand understood

5660 不規則動詞 8 動詞 理解する
understand understood
understood

5661 不規則動詞 9 動詞 目を覚ます wake woke
5662 不規則動詞 10 動詞 目を覚ます wake woke woken
5663 不規則動詞 11 動詞 着ている wear wore
5664 不規則動詞 12 動詞 着ている wear wore worn wearing
5665 不規則動詞 13 動詞 勝つ win won
5666 不規則動詞 14 動詞 勝つ win won won winning
5667 不規則動詞 15 動詞 書く write wrote
5668 不規則動詞 16 動詞 書く write wrote written
5669 不規則動詞 17 助動詞出来る can could
5670 不規則動詞 18 助動詞だろう will would
5671 不規則動詞 19 助動詞しなければならない must must
5672 不規則動詞 20 助動詞しても良い may might
5673 不規則動詞 21 助動詞だろう shall shoud
5674 熟語１(25) 1 まさにしようとしている be about to do
5675 熟語 2 を欠席している be absent from
5676 熟語 3 に慣れている be accustomed to
5677 熟語 4 であると懸念する be afraid that
5678 熟語 5 を恐れている be afraid of
5679 熟語 6 に怒っている be angry at
5680 熟語 7 が心配である be anxious about
5681 熟語 8 を切望している be anxious for
5682 熟語 9 しがちである be apt to do
5683 熟語 10 を承知している be aware of
5684 熟語 11 生活が苦しい be badly off
5685 熟語 12 に基づいている be based on
5686 熟語 13 で忙しい be busy with
5687 熟語 14 の能力がある be capable of
5688 熟語 15 に気を付ける be careful of
5689 熟語 16 によく知られている be common to
5690 熟語 17 と関わりがある be concerned with
5691 熟語 18 に気づいている be conscious of
5692 熟語 19 を確信している be convinced of
5693 熟語 20 に覆われている be covered with
5694 熟語 21 と違う be different from
5695 熟語 22 に失望する be disappointed at
5696 熟語 23 したがっている be eager to do
5697 熟語 24 に等しい be equal to
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5698 熟語 25 によく知られている be familiar to
5699 熟語２(25) 1 をよく知っている be familiar with
5700 熟語 2 で有名である be famous for
5701 熟語 3 から遠い be far from
5702 熟語 4 で一杯である be filled with
5703 熟語 5 を好む be fond of
5704 熟語 6 を免除されている be free of
5705 熟語 7 を自由に出来る be free to do
5706 熟語 8 で一杯である be full of
5707 熟語 9 が得意である be good at
5708 熟語 10 から独立している be independent of
5709 熟語 11 に興味を持っている be interested in
5710 熟語 12 に遅れる be late for
5711 熟語 13 しそうである be likely to do
5712 熟語 14 に位置している be located in
5713 熟語 15 原料から出来ている be made from
5714 熟語 16 材料から出来ている be made of
5715 熟語 17 と結婚している be married to
5716 熟語 18 がうれしい be pleased with
5717 熟語 19 が苦手である be poor at
5718 熟語 20 する準備が出来ている be prepared to do
5719 熟語 21 を誇りに思う be proud of
5720 熟語 22 する準備が出来ている be ready to do
5721 熟語 23 に関連している be related to
5722 熟語 24 に責任がある be responsible for
5723 熟語 25 に満足している be satisfied with
5724 熟語３(25) 1 に似ている be similar to
5725 熟語 2 することになっている be supposed to do
5726 熟語 3 を確信している be sure of
5727 熟語 4 必ず・・・する be sure to do
5728 熟語 5 に驚く be surprised at
5729 熟語 6 にうんざりしている be tired of
5730 熟語 7 することが出来ない be unable to do
5731 熟語 8 次第である be up to
5732 熟語 9 に慣れている be used to
5733 熟語 10 裕福である be well-off
5734 熟語 11 を心配している be worried about
5735 熟語 12 熟語 少しの a bit of
5736 熟語 13 熟語 たくさんの a lot of
5737 熟語 14 ある程度まで to some extent
5738 熟語 15 ２，３の a couple of
5739 熟語 16 相当の量の a great deal of
5740 熟語 17 多数の a number of
5741 熟語 18 多様な a variety of
5742 熟語 19 とりわけ above all
5743 熟語 20 によれば according to
5744 熟語 21 に関連して in relation to
5745 熟語 22 結局 after all
5746 熟語 23 世界中で all over the world
5747 熟語 24 言い換えれば、つまり in other words
5748 熟語 25 どっちでもいい all the same
5749 熟語４(25) 1 と同じ the same ･･･as ～
5750 熟語 2 と共に along with
5751 熟語 3 など and so on
5752 熟語 4 もちろん of course
5753 熟語 5 実のところ as a matter of fact
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5754 熟語 6 ある意味では in a way
5755 熟語 7 結果として as a result
5756 熟語 8 概して as a rule
5757 熟語 9 できるだけ・・・する as ... as one can
5758 熟語 10 出来るだけ as ... as possible
5759 熟語 11 について言えば as for
5760 熟語 12 言わば as it were
5761 熟語 13 に関しては as to
5762 熟語 14 知っているように as you know
5763 熟語 15 もまた as well
5764 熟語 16 ＢだけでなくＡも A as well as B
5765 熟語 17 ある距離をおいて at a distance
5766 熟語 18 途方にくれて at a loss
5767 熟語 19 一度に at a time
5768 熟語 20 仕事中で at work
5769 熟語 21 とにかく、いずれにしても at any rate
5770 熟語 22 よくても、せいぜい at best
5771 熟語 23 多くても at most
5772 熟語 24 始めは at first
5773 熟語 25 在宅して at home
5774 熟語５(25) 1 少なくとも at least
5775 熟語 2 多かれ少なかれ more or less
5776 熟語 3 のために because of
5777 熟語 4 誤って by accident
5778 熟語 5 空路で by air
5779 熟語 6 偶然に by chance
5780 熟語 7 郵便で by mail
5781 熟語 8 を用いて by means of
5782 熟語 9 間違って by mistake
5783 熟語 10 決して･･･ない by no means
5784 熟語 11 ところで by the way
5785 熟語 12 交替で by turns
5786 熟語 13 を経由して by way of
5787 熟語 14 のために due to
5788 熟語 15 お互い each other
5789 熟語 16 ときどき every now and then
5790 熟語 17 まず第一に first of all
5791 熟語 18 長い間 for a long time
5792 熟語 19 しばらくの間 for a moment
5793 熟語 20 しばらくの間 for a while
5794 熟語 21 まもなく before long
5795 熟語 22 当分の間 for the time being
5796 熟語 23 の終わりまでに by the end of
5797 熟語 24 ･･･するたびに each time ･･･
5798 熟語 25 いつも all the time
5799 熟語６(25) 1 日ごと day by day
5800 熟語 2 この頃 these days
5801 熟語 3 直ちに at once
5802 熟語 4 の終わりに at the end of
5803 熟語 5 同時に at the same time
5804 熟語 6 将来は in the future
5805 熟語 7 明後日 the day after tomorrow
5806 熟語 8 昔々 once upon a time
5807 熟語 9 当時は at that time
5808 熟語 10 先日 the other day
5809 熟語 11 例えば for example

6 / 10 ページ



5810 熟語 12 無料で for free
5811 熟語 13 するとすぐに as soon as ･･･
5812 熟語 14 楽しみに for fun
5813 熟語 15 確かに for sure
5814 熟語 16 初めて for the first time
5815 熟語 17 今のところ for the present
5816 熟語 18 するために for the purpose of
5817 熟語 19 概して言うと generally speaking
5818 熟語 20 もしそうでなければ if not
5819 熟語 21 慌てて in a hurry
5820 熟語 22 要するに in a word
5821 熟語 23 さらに in addition
5822 熟語 24 に付け加えて in addition to
5823 熟語７(25) 1 前もって in advance
5824 熟語 2 とにかく in any case
5825 熟語 3 要は in brief
5826 熟語 4 共通して in common
5827 熟語 5 詳しく in detail
5828 熟語 6 実際は in fact
5829 熟語 7 概して in general
5830 熟語 8 するために in order to do
5831 熟語 9 特に in particular
5832 熟語 10 の代わりに in place of
5833 熟語 11 実際には in practice
5834 熟語 12 こっそりと、秘密に in private
5835 熟語 13 公然と in public
5836 熟語 14 本当は in reality
5837 熟語 15 要するに in short
5838 熟語 16 にも関わらず in spite of
5839 熟語 17 遠くに in the distance
5840 熟語 18 結局 in the end
5841 熟語 19 まず第一に in the first place
5842 熟語 20 の頂上に at the top of
5843 熟語 21 の底に at the bottom of
5844 熟語 22 長い目で見れば in the long run
5845 熟語 23 の最中に in the middle of
5846 熟語 24 の前に in front of
5847 熟語 25 邪魔になる in the way
5848 熟語８(25) 1 間にあって in time
5849 熟語 2 交替で in turn
5850 熟語 3 無駄に in vain
5851 熟語 4 を考慮して in view of
5852 熟語・論理 5 の代わりに instead of
5853 熟語 6 から判断すると judging from
5854 熟語 7 昔々 long ago
5855 熟語 8 ＡもＢも・・・ない neither A nor B
5856 熟語・場所 9 の隣に next to
5857 熟語・否定 10 もはや・・・でない no longer
5858 熟語・否定 11 少しも・・・ない not ･･･ at all
5859 熟語・接続詞句 12 ＡだけではなくＢも not only A but also B
5860 熟語・接続詞句 13 言うまでもなく Needless to say
5861 熟語・接続詞句 14 ･･･の限りでは as far as ･･･
5862 熟語・接続詞句 15 しさえすれば as long as･･･
5863 熟語・接続詞句 16 まるで･･･であるかのよう as if ･･･
5864 熟語・接続詞句 17 たとえ･･･でも even if ･･･
5865 熟語・接続詞句 18 の場合は in case ･･･
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5866 熟語・接続詞句 19 ･･･が～出来るように so that ･･･ can
5867 熟語・否定 20 いつも･･･とは限らない not always ･･･
5868 熟語・否定 21 それ以外の何物でもない not･･･anything but ･･･
5869 熟語 22 ･･･だけにしか過ぎない nothing but ･･･
5870 熟語 23 勤務時間で on duty
5871 熟語 24 勤務時間外で off duty
5872 熟語 25 のために on account of
5873 熟語９(25) 1 を代表して on behalf of
5874 熟語 2 一体全体 on earth
5875 熟語・判断 3 故意に on purpose
5876 熟語 4 特価で on sale
5877 熟語 5 予定通り on schedule
5878 熟語 6 それどころか on the contrary
5879 熟語・判断 7 他方では on the other hand
5880 熟語 8 途中で on the way
5881 熟語 9 概して on the whole
5882 熟語 10 時間通りに on time
5883 熟語 11 休暇で on vacation
5884 熟語 12 週末に on weekends
5885 熟語 13 ある日 one day
5886 熟語・場所 14 ･･･の中から out of ･･･
5887 熟語 15 時代遅れ out of date
5888 熟語 16 故障して out of order
5889 熟語 17 見えなくなって out of sight
5890 熟語 18 問題外の out of the question
5891 熟語 19 のために owing to
5892 熟語 20 かなり多くの quite a few
5893 熟語 21 直ちに right away
5894 熟語 22 するために so as to do
5895 熟語 23 今までのところ so far
5896 熟語１０(25) 1 さえすれば so long as
5897 熟語 2 いわば so to speak
5898 熟語 3 遅かれ早かれ sooner or later
5899 熟語 4 例えば、のような such as
5900 熟語 5 するような such...as to do
5901 熟語 6 とても・・・なので・・・だ such ... that
5902 熟語 7 何度も何度も over and over again
5903 熟語 8 いつものように as usual
5904 熟語・論理 9 のお陰で thanks to
5905 熟語 10 もっとも・・・しそうにない the last ...to do
5906 熟語 11 前夜 the night before
5907 熟語 12 世界中に throughout the world
5908 熟語 13 初めに to begin with
5909 熟語 14 それとは反対に to the contrary
5910 熟語 15 と共に together with
5911 熟語 16 今まで until now
5912 熟語 17 まで up to
5913 熟語 18 さかさまに upside down
5914 熟語 19 となると when it comes to
5915 熟語 20 間違いなく without fail
5916 熟語 21 とは残念だ It is a pity that
5917 熟語 22 しても構いませんか？ Would you mind doing?
5918 助動詞・接続詞(18) 1 助動詞・・・することが出来る can
5919 助動詞 2 助動詞・・・することが出来た could

5920 助動詞 3 助動詞
・・・してよい、・・・かもし
れない

may
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5921 助動詞 4 助動詞・・・しなければならない must

5922 助動詞 5 助動詞
・・・しましょうか？、必
ず・・・となるであろう

shall

5923 助動詞 6 助動詞
・・・べきだ、・・・しなくて
はならない

should

5924 助動詞 7 助動詞・・・だろう、・・・しよう will
5925 助動詞 8 助動詞・・・して下さいますか would
5926 接続詞 9 接続詞～であるけれども although
5927 接続詞 10 接続詞にも拘らず though
5928 接続詞 11 接続詞・・・と、そして and
5929 接続詞 12 接続詞・・・か、さもなければ or
5930 接続詞 13 接続詞なぜならば because
5931 接続詞 14 接続詞しかし but
5932 接続詞 15 接続詞・・・か・・・、または、 either
5933 接続詞 16 接続詞もし、・・・ならば if
5934 接続詞 17 接続詞・・・比べて、・・・よりむし than
5935 接続詞 18 している間に while
5936 言い回し(24) 1 前置詞にも関わらず despite
5937 言い回し 2 前置詞・・・に反対して against
5938 言い回し 3 前置詞のほかに besides
5939 言い回し 4 前置詞の間じゅう throughout
5940 言い回し 5 前置詞・・・以外は、除いて except
5941 言い回し 6 副詞 とにかく、なんとしても anyway
5942 言い回し 7 動詞 あえて～する dare
5943 言い回し 8 副詞 ほとんど・・・ない hardly
5944 言い回し 9 助詞 ・・・かもしれない might
5945 言い回し 10 助詞 ・・・すべきである ought to
5946 言い回し 11 副詞 ほとんど nearly
5947 言い回し 12 副詞 めったに～ない seldom
5948 言い回し 13 副詞 どれほど・・・であっても however
5949 言い回し 14 副詞 おそらく likely
5950 言い回し 15 副詞 かなり、ずいぶん rather
5951 言い回し 16 接続詞・・・でない限り unless
5952 言い回し 17 接続詞・・・かどうか whether･･･or not
5953 言い回し 18 間投詞いいですか？ OK
5954 言い回し 19 間投詞し！静かに！ shh,sh
5955 言い回し 20 間投詞おい、へい hey
5956 言い回し 21 間投詞うん、ああ、へーえ yeah
5957 言い回し 22 感嘆詞あのう、ああ ah
5958 言い回し 23 感嘆詞へーえ。 huh
5959 言い回し 24 間投詞おや ha,hah
5960 20の接頭語(20) 1 接頭語１ ad
5961 20の接頭語 2 接頭語２ com
5962 20の接頭語 3 接頭語３ de
5963 20の接頭語 4 接頭語４ dis
5964 20の接頭語 5 接頭語５ epi
5965 20の接頭語 6 接頭語６ ex
5966 20の接頭語 7 接頭語７ in
5967 20の接頭語 8 接頭語８ in
5968 20の接頭語 9 接頭語９ inter
5969 20の接頭語 10 接頭語１０ mis
5970 20の接頭語 11 接頭語１１ mono
5971 20の接頭語 12 接頭語１２ non
5972 20の接頭語 13 接頭語１３ ob
5973 20の接頭語 14 接頭語１４ over
5974 20の接頭語 15 接頭語１５ pre
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5975 20の接頭語 16 接頭語１６ pro
5976 20の接頭語 17 接頭語１７ re
5977 20の接頭語 18 接頭語１８ sub
5978 20の接頭語 19 接頭語１９ trans
5979 20の接頭語 20 接頭語２０ un
5980 14の語幹(14) 1 語幹１ cept
5981 14の語幹 2 語幹２ duct(duce)
5982 14の語幹 3 語幹３ fer
5983 14の語幹 4 語幹４ fic(t)
5984 14の語幹 5 語幹５ graph
5985 14の語幹 6 語幹６ log(y)
5986 14の語幹 7 語幹７ mit
5987 14の語幹 8 語幹８ ply
5988 14の語幹 9 語幹９ pose
5989 14の語幹 10 語幹１０ scribe
5990 14の語幹 11 語幹１１ sist
5991 14の語幹 12 語幹１２ spect
5992 14の語幹 13 語幹１３ tain
5993 14の語幹 14 語幹１４ tend
5994 修飾語とは？(11) 1 犬 a dog
5995 修飾語とは何か？ 2 大きな犬 a big dog
5996 修飾語とは何か？ 3 大きな黒い犬 a big,black dog

5997 修飾語とは何か？ 4 大きな黒い、強そうな犬
a big,black,tough-looking
dog

5998 修飾語とは何か？ 5
門の側にいる、大きな黒
い、強そうな犬

a big,black,tough-looking
dog by the gate

5999 修飾語とは何か？ 6
石の門の側にいる、大き
な黒い強そうな犬

a big,black,tough-looking
dog by the stone gate

6000 修飾語とは何か？ 7

石の門の側に座ってい
る、大きな黒い強そうな
犬

a big,black,tough-looking
dog sitting by the stone
gate

6001 修飾語とは何か？ 8

石の門の側にじっと座っ
ている、大きな黒い強そ
うな犬

a big,black,tough-looking
dog sitting still by the old
gate

6002 修飾語とは何か？ 9

古い石の門の側にじっと
座っている、大きな黒い
強そうな犬

a big,black,tough-looking
dog sitting still by the old
stone gate

6003 修飾語とは何か？ 10

古いひび割れした石の門
の側に、じっと座ってい
る、大きな黒い、強そうな

a big,black,touch-looking
dog sitting still by the
old, cracked stone gate

6004 修飾語とは何か？ 11

古いひび割れした石の門
の側に、耳を立ててじっ
と座っている、大きな黒
い、強そうな犬

a big,black,tough-looking
dog sitting still by the
old, cracked stone gate
with his ears cocked
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