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第三次近似(3-gram)自動作詞実験のための
テクスト生成語彙表(2)
―'80 年代前期の松任谷由実作品を素材テクストとして―

伊藤

雅光（大正大学文学部）

要旨
小稿の目的は，第三次近似（3-gram）の自動作詞実験のためのテクスト生成語彙
表を公開することにある．第三次近似と第二次近似の作詞実験の計量的性格について
は，すでに伊藤（2006,2007）で報告しているので，今回はごく簡単に触れるにとど
める．同様のテクスト生成語彙表はこれまで樺島（1970）と伊藤(2002)で公表されて
いるが，これらはどちらも第二次近似実験用の語彙表であった．今回のテクスト生成
語彙表は第三次近似実験用である点に独自性がある．
テクスト生成語彙表を公表する意義はひとえに教育にある．つまり，日本語・日本
文学科の学生にシャノンの情報理論を講義だけで理解させるのは不可能なので，具体
的な歌詞の合成作業の体験を通して，その原理を理解させることに主眼がある．
キーワード：自動作詞実験，テクスト生成語彙表，3-gram 表，第三次近似，
テキストシンセサイザー，松任谷由実，J-pop

（本文は 28 巻 8 号に掲載したため，省略する．）
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テクスト生成語彙表・第三近似列
（松任谷由実作品・1980 年代前期）

しんじる-いる【信じる】-【居る】動-動･補(5)1～2 私の,3～5 ●
じんせい【人生】名-●(3)1～3 ●
しんちゅう-かぎ【真鍮】-【鍵】名-名(1)1 線路に

（28 巻8 号より続く）

しんぱい-させる【心配】-【させる】名-動(1)1 だめよ

じょおう-たすき【女王】-【襷】名-名(1)1 かけて

しんぷ-ゆく【新婦】-【行く】名-動(1)1 私達の

じょおかあ-もつ【ジョーカー】-【持つ】名-動(1)1 イるなら・

しんぶん-かざる【新聞】-【飾る】名-動(1)1 蜂の

補

しんろう-しんぷ【新郎】-【新婦】名-名(1)1 ゆく

しょか-ひ【初夏】-【日】名-名(1)1 車

すいがら-でんわ【吸い殻】-【電話】名-名(1)1 わきの

しょくじ-うらどおり【食事】-【裏通り】名-名(1)1 飲茶に

すいこむ【吸い込む】動-●(3)1～3 ●

しょくじ-できる【食事】-【出来る】名-動(1)1 夜が

すいこむ-いる【吸い込む】-【居る】動-動･補(1)1 ●

しょっき-すてきだ【食器】-【素敵だ】名-形動(1)1 せいじゃ

すいこむ-ゆく【吸い込む】-【行く】動-動･補(1)1 ●

しらみだす-ひがし【白み出す】-【東】動-名(1)1 金星が

すいせい-もえつきる【彗星】-【燃え尽きる】名-動(1)1 ●

しらむ-そら【白む】-【空】動-名(1)1 ロンサム･タウン

すいどう-ひまつ【水道】-【飛沫】名-名(1)1 燃える

しりあう-ひとびと【知り合う】-【人々】動-名(1)1 友達と

すいへいせん【水平線】名-●(1)1 ●

しる【知る】動-●(3)1～3 ●

すいろ-ちる【水路】-【散る】名-動(1)1 桜を

しる-いる【知る】-【居る】動-動･補(4)1 でも,2 ビュッフェへ,3

すう【吸う】動-●(2)1～2 ●
すうぃんぐする-いる【スウィングする】-【居る】動-動･補(1)1

好き,4 ●

粉雪

しる-かわりはじめる【知る】-【変わり始める】動-動(1)1 私を
しる-じだい【知る】-【時代】動-名(1)1 どこかで

すう-くる【吸う】-【来る】動-動(1)1 ●

しるし-はやい【印】-【早い】名-形(1)1 はやく

すかす-みる【透かす】-【見る】動-動･補(1)1 空

しる-ただ【知る】-【唯】動-副(1)1 走り抜け

すがた-かきけす【姿】-【掻き消す】名-動(1)1 ●

しる-だれか【知る】-【誰か】動-名(1)1 部屋で

すがた-かくす【姿】-【隠す】名-動(2)1～2 それは

しる-どうし【知る】-【同志】動-名(3)1～3 月日の

すがた-けす【姿】-【消す】名-動(1)1 東側の

しる-ともだち【知る】-【友達】動-名(1)1 なるわ

すがた-この【姿】-【此の】名-連体(1)1 街から

しる-なぜ【知る】-【何故】動-副(1)1 みんなが

すがた-ない【姿】-【無い】名-形(1)1 永遠の

じるば-あつい【ジルバ】-【熱い】名-形(1)1 視線

すがた-みつける【姿】-【見付ける】名-動(1)1 混んだ

しる-ひと【知る】-【人】動-名(1)1 燃えつきたと

すきい-であう【スキー】-【出会う】名-動(1)1 人から

しる-ほし【知る】-【星】動-名(1)1 輝き

すきいてんごく【スキー天国】名-＊(2)1～2 ○

しる-ま【知る】-【間】動-名(1)1 猫背に

すきいてんごく【スキー天国】名-●(1)1 ●

しれる【知れる】動-●(1)1 ●

すぎさる-きせつ【過ぎ去る】-【季節】動-名(3)1～3 あなたは

しろい-かみ【白い】-【髪】形-名(1)1 編んで

すきだ【好きだ】形動-●(2)1～2 ●

しろい-けむる【白い】-【煙る】形-動(2)1～2 ●

すきだ-あなた【好きだ】-【貴方】形動-名(1)1 大事だった

しろい-せりか【白い】-【セリカ】形-名･車(1)1 下を

すきだ-あらし【好きだ】-【嵐】形動-名(1)1 あと

しろい-つめたい【白い】-【冷たい】形-形(1)1 Moonlight

すきだ-いう【好きだ】-【言う】形動-動(2)1～2 ●

しろい-なる【白い】-【為る】形-動(1)1 ●

すきだ-うた【好きだ】-【歌】形動-名(1)1 流れだす

しろい-ねむりぐすり【白い】-【眠り薬】形-名(2)1～2 冷たい

すきだ-すきだ【好きだ】-【好きだ】形動-形動(1)1 ●

しろい-ひかり【白い】-【光】形-名(1)1 空

すきだ-なる【好きだ】-【為る】形動-動(1)1 ＊

しろい-びる【白い】-【ビル】形-名(1)1 吸い込まれる

すきだ-わかる【好きだ】-【分かる】形動-動(1)1 ●

しろい-ぼうし【白い】-【帽子】形-名(1)1 出かけるわ

すきだ-わらう【好きだ】-【笑う】形動-動(2)1 ●,2 ＊

しろい-まち【白い】-【町】形-名(1)1 風が

すきま【隙間】名-●(1)1 ●

しろい-むら【白い】-【村】形-名(1)1 ●

すきま-そら【隙間】-【空】名-名(1)1 不思議な

しんごうき-とおり【信号機】-【通り】名-名(1)1 染めるのを

すぎる【過ぎる】動-●(1)1 ●

しんごう-ぬける【信号】-【抜ける】名-動(1)1 ひさしぶりに

すぎる-しまう【過ぎる】-【仕舞う】動-動･補(2)1～2 この

しんし-あさやけ【紳士】-【朝焼け】名-名(1)1 前に

すぎる-とき【過ぎる】-【時】動-名(1)1 見せて

しんじつ【真実】名-●(1)1 ●

すぎる-ひ【過ぎる】-【日】動-名(1)1 まぼろしを

しんじゅ-ぴあす【真珠】-【ピアス】名-名(3)1～3 ●

すぎる-ゆく【過ぎる】-【行く】動-動･補(2)1 頃,2 ●
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すぐ【直ぐ】副-●(2)1～2 ●

すたいる-どうでも【スタイル】-【何うでも】名-副(1)1 あなた

すぐ-あう【直ぐ】-【会う】副-動(1)1 行ける→ゆける

らしけりゃ

すぐ-あなた【直ぐ】-【貴方】副-名(1)1 あの

すたじあむ-かぷせる【スタジアム】-【カプセル】名-名(1)1 乗

すぐ-あるきだす【直ぐ】-【歩き出す】副-動(1)1 ●

って

すくう【救う】動-＊(1)1＊

すたじお-わかれる【スタジオ】-【別れる】名-動(1)1 ●

すぐ-かわいい【直ぐ】-【可愛い】副-形(1)1 あの

すっかり-あおい【すっかり】-【青い】副-形(1)1 夜

すぐ-すぐ【直ぐ】-【直ぐ】副-副(6)1～2 すぐに,3 歩きだして,4

ずっと【ずっと】副-＊(1)1＊
ずっと【ずっと】副-●(2)1～2 ●

～5 忘れて,6 ●
すぐ-すなおだ【直ぐ】-【素直だ】副-形動(1)1 娘に

ずっと-あいする【ずっと】-【愛する】副-動(1)1 云って

すぐ-そと【直ぐ】-【外】副-名(2)1～2 タイフーン

ずっと-あう【ずっと】-【会う】副-動(1)1 一目だけでも

すぐ-そら【直ぐ】-【空】副-名(1)1 燃えて

ずっと-かわる【ずっと】-【変わる】副-動(1)1 ●

すぐ-たずねる【直ぐ】-【尋ねる】副-動(1)1 ゆくわ・補

ずっと-げんきだ【ずっと】-【元気だ】副-形動(1)1 いて・補

すぐ-とおり【直ぐ】-【通り】副-名(1)1 スコールが

ずっと-ずっと【ずっと】-【ずっと】副-副(1)1 ●

すぐ-ひとり【直ぐ】-【一人】副-名(1)1 ボートに

ずっと-そば【ずっと】-【側】副-名(1)1 いるわ

すぐ-ふこうだ【直ぐ】-【不幸だ】副-形動(1)1 なりそう

ずっと-だいじだ【ずっと】-【大事だ】副-形動(1)1 するわ

すぐ-みつける【直ぐ】-【見付ける】副-動(1)1 あなたが

ずっと-て【ずっと】-【手】副-名(1)1 ふり続けて

すぐ-ゆく【直ぐ】-【行く】副-動(1)1 云われても

ずっと-まつ【ずっと】-【待つ】副-動(1)1 イる・補

すぐ-らんちたいむ【直ぐ】-【ランチタイム】副-名(3)1～3 終

すっぱい-ぱいなっぷる【酸っぱい】-【パイナップル】形-名(3)1
～3 いたい・補

わる

すてきだ-down town boy【素敵だ】-【down town boy】形動-名

すぐ-わすれる【直ぐ】-【忘れる】副-動(3)1 ゴシップだけが,2

(3)1 Down Town Boy,2～3 不良の

～3 しまうのに

すてきだ-Kobe girl【素敵だ】-【Kobe girl】形動-名(1)1 きみ

すこおる-かける【スコール】-【駆ける】名-動(1)1 来る・補

だけを

すこし-ああ【少し】-【嗚呼】副-感(1)1 少しづつ

すてきだ-きせつ【素敵だ】-【季節】形動-名(3)1～2 はじまり,3

すこし-えいご【少し】-【英語】副-名(2)1～2 あなたとの

●

すこし-おとな【少し】-【大人】副-名(1)1 あなたに
すこし-かなしげだ【少し】-【悲しげだ】副-形動(1)1 つぶやく

すてきだ-ぐるうぷ【素敵だ】-【グループ】形動-名(1)1 ＊

すこし-こいめ【少し】-【濃い目】副-名(1)1 メイクを

すてきだ-せい【素敵だ】-【所為】形動-名(1)1 ない・補

すこし-さびしい【少し】-【寂しい】副-形(1)1 遠い

すてきだ-でも【素敵だ】-【でも】形動-接(1)1 一晩だけさ

すこし-する【少し】-【為る】副-動(1)1 バンドも

すてきだ-れでぃ【素敵だ】-【レディ】形動-名(1)1 なる

すこし-ただよう【少し】-【漂う】副-動(1)1 母に

すてっぷする-もう【ステップする】-【もう】動-副(1)1 遠い

すこし-たんじょうび【少し】-【誕生日】副-名(1)1 ●

すてる【捨てる】動-●(3)1～3 ●

すこし-なにも【少し】-【何も】副-副(1)1 感じなく

すてる-ah【捨てる】-【ah】動-感(2)1～2 真珠の

すこし-はなれる【少し】-【離れる】副-動(1)1 歩くなら

すてる-しまう【捨てる】-【仕舞う】動-動･補(1)1 次は

すこし-まえ【少し】-【前】副-名(1)1 あなたに

すてる-ゆめ【捨てる】-【夢】動-名(1)1 ●

すこし-まじめだ【少し】-【真面目だ】副-形動(2)1～2 きいて

すとっく-つける【ストック】-【付ける】名･道具-動(1)1 鈴の

すこし-まわす【少し】-【回す】副-動(1)1 外の

すなおだ-なける【素直だ】-【泣ける】形動-動(2)1～2 雨の

すこし-わかる【少し】-【分かる】副-動(2)1～2 人々が

すなおだ-むすめ【素直だ】-【娘】形動-名(1)1 驚く

すごす-しまう【過ごす】-【仕舞う】動-動･補(1)1 ●

すなどけい-そこ【砂時計】-【底】名-名(1)1 なる

すずしい-なる【涼しい】-【為る】形-動(1)1 頃は

すなぼこり-まう【砂埃】-【舞う】名-動(2)1 こんな,2 道の

すずしげだ-かがやく【涼しげだ】-【輝く】形動-動(1)1 木星を

す-なる【巣】-【為る】名-動(1)1 広場に

すず-ね【鈴】-【音】名-名(1)1 二人を

すぴいど-あげる【スピード】-【上げる】名-動(1)1 走って

すずめ-あそぶ【雀】-【遊ぶ】名-動(1)1 影は

すべて【全て】名-●(2)1～2 ●

すすめる-なる【進める】-【為る】動-動(2)1～2 ●

すべて-うけとる【全て】-【受け取る】名-動(1)1 ●

すする【啜る】動-●(2)1～2 ●

すべて-うまれかわる【全て】-【生まれ変わる】名-動(2)1～2 と
き

すそ-われる【裾】-【割れる】名-動(1)1 絹の

すべて-きえる【全て】-【消える】名-動(2)1～2 とき

すたあと-きる【スタート】-【切る】名-動(1)1 ●
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すべて-こと【全て】-【事】名-名(3)1～2 Because,3 ●

すれちがう-おなじ【擦れ違う】-【同じ】動-形動(1)1 コロンに

すべて-みえる【全て】-【見える】名-動(1)1 明るい

すれちがう-すきだ【擦れ違う】-【好きだ】動-形動(2)1～2 笑

すべて-わたし【全て】-【私】名-名(1)1 しまって

って

すべる-あなた【滑る】-【貴方】動-名(1)1 くぎづけ

すれちがう-それ【擦れ違う】-【其れ】動-名(1)1 恋

すべる-きしゃ【滑る】-【汽車】動-名(1)1 氷河のように

すれちがう-とき【擦れ違う】-【時】動-名(1)1 二人

すべる-やくそく【滑る】-【約束】動-名(1)1 忘れずに

すれちがう-にどと【擦れ違う】-【二度と】動-副(1)1 会えない

すべる-ゆく【滑る】-【行く】動-動･補(1)1 いくども

すわる-しらむ【座る】-【白む】動-動(1)1 空

すませる-しんごう【済ませる】-【信号】動-名(1)1 ぬけて

すわる-れんげ【座る】-【蓮華】動-名(1)1 編んだ

すむ-いう【住む】-【言う】動-動(1)1 微笑んだ

すんぜん-こいん【寸前】-【コイン】名-名(1)1 沈め合うの

すむ-まち【住む】-【町】動-名(1)1 離れて

せい【所為】名-●(4)1～4 ●

すもっぐ-とおい【スモッグ】-【遠い】名-形(1)1 ビル

せい【精】名-●(1)1 ●

すもっぐ-なか【スモッグ】-【中】名-名(1)1 溶ける

せい-hum【所為】-【hum】名-感(6)1～3 私の

すらばや-おもいだせる【スラバヤ】-【思い出せる】名-動(1)1 遠

せい-hum【所為】-【hum】名-感(1)4～6 知らぬ
せい-いる【所為】-【居る】名-動･補(1)1 ●

くても
すりる-さびしさ【スリル】-【寂しさ】名-名(1)1 分かち合って

せいざ-いろ【星座】-【色】名-名(1)1 褪せて

する【為る】動-●(9)1～9 ●

せいざ-こえる【星座】-【越える】名-動(2)1～2 抱きとめて

する【為る】動･補-●(1)1 ●

せいじゃく-つれる【静寂】-【連れる】名-動(1)1 イって→ゆく・
補

する-ああ【為る】-【嗚呼】動-感(1)1 ライトを
する-あげる【為る】-【上げる】動-動･補(1)1 ああ

せい-ない【所為】-【無い】名-形･補(2)1～2 悲しかったのは

する-あなた【為る】-【貴方】動-名(1)1 あと

せいふく-きる【制服】-【着る】名-動(1)1 ボーイが

する-いけない【為る】-【行けない】動-形･補(1)1 ●

せいる-きしむ【セイル】-【軋む】名-動(1)1 音

する-いま【為る】-【今】動-名(1)1 世界中が

せえたあ-うるむ【セーター】-【潤む】名-動(1)1 呼べずに

する-いる【為る】-【居る】動-動･補(11)1 遠くを,2 まに,3～4

せかい-あちこち【世界】-【彼方此方】名-名(1)1 目には
せかい-おね【世界】-【尾根】名-名(2)1～2 谷間も

あなたを,5～7 今度は,8 聞いたよ,9～11 ●
する-おもう【為る】-【思う】動-動(2)1～2 ●

せかい-かわる【世界】-【変わる】名-動(4)1～3 ●,4 ＊

する-こころ【為る】-【心】動-名(1)1 まま

せかいじゅう-はこにわ【世界中】-【箱庭】名-名(1)1 ●

する-さまよう【為る】-【さ迷う】動-動(1)1 渇いた

せかいじゅう-ぼやける【世界中】-【ぼやける】名-動(1)1 心の

する-しまう【為る】-【仕舞う】動-動･補(1)1 ●

せかい-だきしめる【世界】-【抱き締める】名-動(2)1 ●,2 ＊

する-すぐ【為る】-【直ぐ】動-副(1)1 会いに

せかい-まいとぶ【世界】-【舞い飛ぶ】名-動(2)1～2 ビームに

する-それ【為る】-【其れ】動-名(2)1～2 お互いさま

せき-うすべに【席】-【薄紅】名-名(1)1 砂時計の

する-そんな【為る】-【其んな】動-連体(1)1 午後です

せき-たつ【席】-【立つ】名-動(1)1 わけ

する-だれ【為る】-【誰】動-名(2)1～2 知らず

せきたてる-いる【急き立てる】-【居る】動-動･補(1)1 ●

する-ちょっと【為る】-【一寸】動-副(2)1 光と,2 ●

せ-しがみつく【背】-【しがみ付く】名-動(1)1 あの

する-てぃいるうむ【為る】-【ティールーム】動-名(1)1 ●

せ-たかい【背】-【高い】名-形(3)1～3 サンタクロース

する-ときどき【為る】-【時々】動-副(1)1 抱きしめて

せ-ちがう【背】-【違う】名-動(1)1 並んだら

する-ない【為る】-【無い】動-形･補(1)1 けれど

ぜっけん-だれか【ゼッケン】-【誰か】名-名(1)1 つけて

する-なぜ【為る】-【何故】動-副(1)1 ●

せつない【切ない】形-●(1)1 ●

する-ばんど【為る】-【バンド】動-名(1)1 あわてて

せつない-かげろう【切ない】-【陽炎】形-名(1)1 ●

する-まだ【為る】-【未だ】動-副(3)1～3 すっぱい

せつない-とおい【切ない】-【遠い】形-形(1)1 ●

する-もう【為る】-【もう】動-副(1)1 ひとつ

せつない-らぶれたあ【切ない】-【ラブレター】形-名(1)1 ＊

する-もつれる【為る】-【縺れる】動-動(1)1 もつれて

ぜつぼう-うちゅう【絶望】-【宇宙】名-名(1)1 選ばれた

する-ゆく【為る】-【行く】動-動(1)1 ●

せなか-たたく【背中】-【叩く】名-動(1)1 ●

する-よい【為る】-【良い】動-形(1)1 ●

せなか-はっしゃ【背中】-【発車】名-名(1)1 笛が

する-わけ【為る】-【訳】動-名(1)1 なく･補

せなか-まわす【背中】-【回す】名-動(1)1 指の

すれちがう-いやだ【擦れ違う】-【嫌だ】動-形動(2)1～2 やつ

せばんごう-たしかめる【背番号】-【確かめる】名-動(1)1 みる・
補

だと
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せ-ひくい【背】-【低い】名-形(1)1 並んだら

そっと-うで【そっと】-【腕】副-名(1)1 のばして

ぜぶら-むれ【ゼブラ】-【群れ】名･動物-名(2)1～2 煙り

そっと-かけよる【そっと】-【駆け寄る】副-動(2)1～2 姿を

せまい-この【狭い】-【此の】形-連体(1)1 街で

そっと-かさねる【そっと】-【重ねる】副-動(1)1 冷たい

せまる-ころ【迫る】-【頃】動-名(2)1～2 シャンパン

そっと-なく【そっと】-【泣く】副-動(1)1 帰れないから

せめて-ひとこと【せめて】-【一言】副-名(1)1 残したでしょう

そっと-べっど【そっと】-【ベッド】副-名(1)1 下に

せめて-ひらりと【せめて】-【ひらりと】副-副(1)1 飛んで

そっと-みる【そっと】-【見る】副-動(1)1 いたら・補

せめて-みな【せめて】-【皆】副-副(2)1～2 持ち去って

そっと-め【そっと】-【目】副-名(1)1 つむって

せめて-ゆめ【せめて】-【夢】副-名(1)1 中に

そっと-よぶ【そっと】-【呼ぶ】副-動(2)1 胸の,2 つらいなら
ば

せめる【責める】動-●(1)1 ●
せめる-わたし【責める】-【私】動-名(1)1 日本に

そと-あまおと【外】-【雨音】名-名(1)1 なり

せりか-した【セリカ】-【下】名･車-名(1)1 くぐって

そと-くうき【外】-【空気】名-名(1)1 流れ込むけど

せんかいする-いる【旋回する】-【居る】動-動･補(1)1 斜めの

そと-たいふうん【外】-【タイフーン】名-名(2)1 ●,2 ＊

せんし-なる【戦士】-【為る】名-動(2)1 ●,2 ＊

そと-まち【外】-【町】名-名(1)1 音が

せんしゅ-こおち【選手】-【コーチ】名-名(1)1 出る

その-あまえかた【其の】-【甘え方】連体-名(1)1 ●

せんそう-つづく【戦争】-【続く】名-動(1)1 本気で

その-うた【其の】-【歌】連体-名(2)1～2 大好きよ

せんとうき-みつりん【戦闘機】-【密林】名-名(1)1 砕け

そのうち【其の内】副-●(1)1 ●

ぜんぶ-くりかえす【全部】-【繰り返す】名-動(2)1～2 ●

その-おどけかた【其の】-【戯け方】連体-名(1)1 ●

せん-まつ【線】-【待つ】名-動(1)1 いるの・補

その-かぜ【其の】-【風】連体-名(1)1 海流の

せんれい-あめ【洗礼】-【雨】名-名(1)1 運んで

その-こころ【其の】-【心】連体-名(1)1 行方のように

せんろ-なげる【線路】-【投げる】名-動(1)1 ●

その-しゃべりかた【其の】-【喋り方】連体-名(1)1 その

せんろ-へだてる【線路】-【隔てる】名-動(1)1 水色の

その-だまりかた【其の】-【黙り方】連体-名(1)1 その

そう-あした【然う】-【明日】感-名(1)1 なれば

その-つぎ【其の】-【次】連体-名(2)1～2 教えてよ

そう-あの【然う】-【彼の】感-連体(1)1 娘は

その-とき【其の】-【時】連体-名(1)1 苦しみが

そう-いう【然う】-【言う】副-動(1)1 私に

その-とき【其の】-【時】連体-名(2)1～2 決める

そう-うんめい【然う】-【運命】感-名(1)1 用意して

その-ひとみ【其の】-【瞳】連体-名(1)1 忘れないで

そう-きっと【然う】-【急度】感-副(1)1 うまく

そのままだ【其の侭だ】形動-●(1)1 ●

そうげん-ひととき【草原】-【一時】名-名(1)1 暗黒が

そば-いる【側】-【居る】名-動(5)1～3 Kobe girl,4 今日も,5 熱
い

そう-したぎ【然う】-【下着】感-名(1)1 黒で
そう-ただ【然う】-【唯】感-副(1)1 それだけ

そば-はしる【側】-【走る】名-動(1)1 ゆこうと・補

そう-どこか【然う】-【何処か】感-名(1)1 いたずらと

そびえたつ-help【聳え立つ】-【help】動-動(1)1 me

そう-みな【然う】-【皆】感-名(2)1 云った,2 同じように

そふぁ-であう【ソファ】-【出会う】名-動(1)1 愛し合った

そこ-あさ【其処】-【朝】名-名(1)1 なく･補

そむける【背ける】動-●(1)1 ●

そこ-くる【其処】-【来る】名-動(1)1 タイフーン

そめあげる【染め上げる】動-●(1)1 ●

そこ-ざんしょ【其処】-【残暑】名-名(1)1 街

そめる-しばらく【染める】-【暫く】動-副(1)1 地球は

そこ-なる【底】-【為る】名-動(1)1 ●

そめる-みる【染める】-【見る】動-動(1)1 いた・補

そこ-ぬけだす【其処】-【抜け出す】名-動(3)1～3 私と

そよぎ-ながめる【戦ぎ】-【眺める】名-動(1)1 いた・補

そこ-ゆうばえ【底】-【夕映え】名-名(1)1 紫の

そら【空】名-●(1)1 ●

そこ-わすれる【其処】-【忘れる】名-動(1)1 イた・補

そら-うちゅう【空】-【宇宙】名-名(1)1 海よ

そして-かね【然して】-【鐘】接-名(1)1 音

そら-おおう【空】-【覆う】名-動(1)1 眠って

そして-こなゆき【然して】-【粉雪】接-名(1)1 蹴って

そら-かける【空】-【翔ける】名-動(1)1 ボールは

そして-はなれる【然して】-【離れる】接-動(1)1 ユく・補

そら-しばらく【空】-【暫く】名-副(1)1 地球は

そして-もう【然して】-【もう】接-副(3)1～3 一度

そら-しらみだす【空】-【白み出す】名-動(1)1 東の

そそぐ-だいち【注ぐ】-【大地】動-名(2)1～2 天に

そらす-watch【逸らす】-【watch】動-動(3)1～3 me!

そそぐ-ひざし【注ぐ】-【日差し】動-名(1)1 さえぎり

そら-ながれ【空】-【流れ】名-名(1)1 あの

そぞろ-あるく【漫ろ】-【歩く】副-動(1)1 ●

そら-ひくい【空】-【低い】名-形(1)1 とび交って

そつぎょうする-ゆく【卒業する】-【行く】動-動･補(1)1 ●

そら-ふしぎだ【空】-【不思議だ】名-形動(1)1 色
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そら-ふる【空】-【降る】名-動(1)1 時が

だいすきだ【大好きだ】形動-●(2)1～2 ●

そら-ほし【空】-【星】名-名(4)1～4 見えない

だいすきだ-あなた【大好きだ】-【貴方】形動-名(1)1 部屋まで

そらみみ-あなた【空耳】-【貴方】名-名(1)1 プロポーズは

たいせつだ-ぱあとなあ【大切だ】-【パートナー】形動-名(1)1 ●

そらみみ-あの【空耳】-【彼の】名-連体(1)1 ホイッスル

たいせつだ-れっすん【大切だ】-【レッスン】形動-名(1)1 ●

そら-もえる【空】-【燃える】名-動(1)1 ●

だいち-そそぐ【大地】-【注ぐ】名-動(2)1～2 大地は

そら-ろんさむたうん【空】-【ロンサム･タウン】名-名(1)1 ●

だいち-てん【大地】-【天】名-名(2)1～2 溶け

それ【其れ】名-●(1)1 ●

たいにいだ-おんなのこ【tyny だ】-【女の子】形動-名(1)1 つ

それ-あい【其れ】-【愛】名-名(1)1 似て

れて

それ-あう【其れ】-【会う】名-動(1)1 こと

たいふう-しいつ【台風】-【シーツ】名-名(1)1 海を

それ-あなた【其れ】-【貴方】名-名(1)1 会う

たいふう-め【台風】-【目】名-名(1)1 蝶々が

それ-あの【其れ】-【彼の】名-連体(1)1 とき

たいふうん【タイフーン】名-＊(1)1＊

それ-いらい【其れ】-【以来】名-名(1)1 急に

たいふうん【タイフーン】名-●(2)1～2 ●

それ-えほん【其れ】-【絵本】名-名(1)1 おはなし

たいむ-おどける【タイム】-【戯ける】名-動(1)1 計った

それ-おたがいさま【其れ】-【御互い様】名-名(2)1～2 ●

たいよう-おりかえす【太陽】-【折り返す】名-動(3)1～3 遠い

それ-かれ【其れ】-【彼】名-名(1)1 ほんの

たいよう-つれる【太陽】-【連れる】名-動(1)1 レビューを

それ-きく【其れ】-【利く】名-動(1)1 時は

たいよう-ぷりずむ【太陽】-【プリズム】名-名(1)1 奪い合い

それ-くるしい【其れ】-【苦しい】名-形(1)1 私から

たいりくおうだん【大陸横断】名-●(3)1～3 ●

それ-こい【其れ】-【恋】名-名(1)1 ●

だいれん【大連】名･地-＊(1)1＊

それ-さびしい【其れ】-【寂しい】名-形(2)1～2 私から

だいれん【大連】名･地-●(2)1～2 ●

それ-しんじつ【其れ】-【真実】名-名(1)1 ●

だうん-うで【ダウン】-【腕】名-名(1)1 とおしたら

それ-すてきだ【其れ】-【素敵だ】名-形動(2)1～2 季節の

だうんたうん-びら【ダウンタウン】-【ビラ】名-名(1)1 撒いて

それ-その【其れ】-【其の】名-連体()1 とき

たえかねる-wow【絶えかねる】-【wow】動-感(2)1 救われたかっ
ただけ,2 どしゃぶりの

それ-それ【其れ】-【其れ】名-名(3)1 苦しい,2～3 淋しい
それぞれ-つき【其れ其れ】-【月】名-名(1)1 宿して

たおす-なる【倒す】-【為る】動-動(1)1 ●

それでも【其れでも】接-●(1)1 ●

たおす-わかる【倒す】-【分かる】動-動(1)1 はかない

それ-どれ【其れ】-【何れ】名-名(1)1 好きか

たかい-おしよせる【高い】-【押し寄せる】形-動(2)1～2 土用
波のように

それ-はかない【其れ】-【儚い】名-形(1)1 日光写真

たかい-さんたくろおす【高い】-【サンタクロース】形-名(3)1

それる【逸れる】動-●(1)1 ●

～2 私の,3 雪の

それ-わすれる【其れ】-【忘れる】名-動(1)1 私は
そんな-おどろく【其んな】-【驚く】連体-動(1)1 顔で

たかい-ふらい【高い】-【フライ】形-名(2)1～2 雲に

そんな-かけひき【其んな】-【駆け引き】連体-名(1)1 近頃は

たかだい-へや【高台】-【部屋】名-名(1)1 案内

そんな-ごご【其んな】-【午後】連体-名(1)1 ●

だから-おねがいする【だから】-【御願い為る】接-動(1)1 気に

そんな-のぞみ【其んな】-【望み】連体-名(1)1 小箱に

だから-き【だから】-【気】接-名(1)1 せずに

そんな-むちゅうだ【其んな】-【夢中だ】連体-形動(1)1 させる

たからじま-ひみつだ【宝島】-【秘密だ】名-形動(1)1 空地

たあん-ころぶ【ターン】-【転ぶ】名-動(1)1 煙が

たからもの-みつける【宝物】-【見付ける】名-動(1)1 きっと

たあんする-もう【ターンする】-【もう】動-副(1)1 一度

だきしめる【抱き締める】動-＊(1)1＊

だいありい【ダイアリー】名-＊(1)1＊

だきしめる【抱き締める】動-●(3)1～3 ●

だいありい【ダイアリー】名-●(1)1 ●

だきしめる-なく【抱き締める】-【泣く】動-動(1)1 ●

たいき-なか【大気】-【中】名-名(3)1～3 Find

だきとめる【抱き留める】動-＊(1)1＊

たいくつだ-まいにち【退屈だ】-【毎日】形動-名(1)1 ●

だきとめる【抱き留める】動-●(1)1 ●

たいこ-ひびきだす【太鼓】-【響き出す】名-動(1)1 汚れた

だく-あるく【抱く】-【歩く】動-動(1)1 いる・補

だいじだ-すてきだ【大事だ】-【素敵だ】形動-形動(1)1 季節

だく-これから【抱く】-【此れから】動-副(2)1～2 歩けない

だいじだ-する【大事だ】-【為る】形動-動(1)1 ●

たくさん-いま【沢山】-【今】副-名(1)1 静かに

だいじだ-もっと【大事だ】-【もっと】形動-副(1)1 大事な

たくさん-ひと【沢山】-【人】副-名(1)1 中に

だいじだ-やさしさ【大事だ】-【優しさ】形動-名(1)1 失くして

たくさん-まだ【沢山】-【未だ】副-副(1)1 あるのに
たくさん-よい【沢山】-【良い】副-形(2)1～2 ことが

も
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たくしい【タクシー】名-●(1)1 ●

たどる-うち【辿る】-【内】動-名(1)1 冷たく

たくしい-とびこむ【タクシー】-【飛び込む】名-動(1)1 いっし

たな-かたすみ【棚】-【片隅】名-名(1)1 眠った

ょに

たなばた-ぱれえど【七夕】-【パレード】名-名(1)1 見に

だく-はいだ【抱く】-【high だ】動-形動(1)1 気分に

たなびく-ゆうばえ【棚引く】-【夕映え】動-名(1)1 雲

たぐる-わたる【手繰る】-【渡る】動-動(1)1 向う岸

たに-いそぐ【谷】-【急ぐ】名-動(1)1 風に

たしかだ-でる【確かだ】-【出る】形動-動(1)1 ●

たにま-しろい【谷間】-【白い】名-形(2)1～2 煙らせ

たしかめる-みる【確かめる】-【見る】動-動･補(1)1 ●

たね-あい【種】-【愛】名-名(1)1 やがて

だす【出す】動-●(2)1～2 ●

たのしい-はやい【楽しい】-【早い】形-形(1)1 過ぎるから

だす-うちあける【出す】-【打ち明ける】動-動(1)1 みた・補

たのしむ-ばしょ【楽しむ】-【場所】動-名(1)1 ●

たすき-かける【襷】-【掛ける】名-動(1)1 微笑む

たばこ-さき【煙草】-【先】名-名(1)1 ふう

だす-だめだ【出す】-【駄目だ】動-形動(1)1 ●

たばこ-じゅうし【煙草】-【十四】名-名(1)1 ちょっと

たずねる-あえる【尋ねる】-【会える】動-動(1)1 秋の

たばこ-すいがら【煙草】-【吸い殻】名-名(1)1 電話の

たずねる-ゆく【尋ねる】-【行く】動-動･補(2)1 まぶたが,2 ●

たばねる-まえ【束ねる】-【前】動-名(1)1 歩いて

たずねる-ゆける【尋ねる】-【行ける】動-動(1)1 城下町の

たび-あう【度】-【会う】名-動(1)1 くれる

だせる-いそがしい【出せる】-【忙しい】動-形(1)1 ●

たび-いちど【旅】-【一度】名-名(2)1～2 したいと

たそがれ【黄昏】名-●(1)1 ●

たび-うずく【度】-【疼く】名-動(1)1 ハートブレイク

たそがれ-おちる【黄昏】-【落ちる】名-動(2)1～2 部屋の

たび-おとこのこたち【度】-【男の子たち】名-名(1)1 思い出す

たそがれ-せまる【黄昏】-【迫る】名-動(2)1～2 頃は

たび-おわる【旅】-【終わる】名-動(1)1 頃

たそがれ-ゆうえんち【黄昏】-【遊園地】名-名(1)1 ●

たび-する【旅】-【為る】名-動(5)1 います・補,2 心の,3～5 ま
だ

たたきあい-する【叩き合い】-【為る】名-動･補(1)1 ●
たたく【叩く】動-●(2)1～2 ●

たびする-ある【旅する】-【或る】動-連体(1)1 とき

たたく-かぜ【叩く】-【風】動-名(1)1 そらみみでしょうか

たびする-いる【旅する】-【居る】動-動･補(1)1 たくさんの

たたずむ-あなた【佇む】-【貴方】動-名(1)1 そばへ

たびする-ときに【旅する】-【時に】動-副(1)1 ときの

たたずむ-とおい【佇む】-【遠い】動-形(1)1 日の

たびする-ゆく【旅する】-【行く】動-動･補(1)1 小さな

ただ-それ【唯】-【其れ】副-名(1)1 ●

たびだつ-ため【旅立つ】-【為】動-名(1)1 小さな

ただ-はしりぬける【唯】-【走り抜ける】副-動(1)1 少年は

たびだつ-なみだ【旅立つ】-【涙】動-名(1)1 つたうのを

ただ-ひとつ【唯】-【一つ】副-名(1)1 それが

たび-てらす【度】-【照らす】名-動(1)1 横顔

ただよう-はは【漂う】-【母】動-名(1)1 あてた

たびびと-とおい【旅人】-【遠い】名-形(1)1 イマージュ

ただよう-よあけ【漂う】-【夜明け】動-名(1)1 前に

だぶる-のみほす【ダブル】-【飲み干す】名-動(1)1 みんな

ただ-よる【唯】-【夜】名-名(1)1 戻って

たぶん-おなじ【多分】-【同じ】副-形動(1)1 旅人

たちさる-とき【立ち去る】-【時】動-名(1)1 肩の

たぶん-そと【多分】-【外】副-名(1)1 街の

たちさる-わたし【立ち去る】-【私】動-名(2)1～2 ここに

たぶん-もっと【多分】-【もっと】副-副(1)1 愛して

たちどまる【立ち止まる】動-●(1)1 ●

たべる-あなた【食べる】-【貴方】動-名(1)1 私

たちどまる-たび【立ち止まる】-【度】動-名(1)1 疼くよ

たま-いっぱつ【弾】-【一発】名-名(1)1 裏目に

たちのぼる-ひかり【立ち昇る】-【光】動-名(1)1 楡の

たま-けんかする【偶】-【喧嘩する】副-動(1)1 Slappy

たつ【立つ】動-●(2)1～2 ●

たましい-うつ【魂】-【打つ】名-動(1)1 ●

たつ-いる【立つ】-【居る】動-動･補(6)1～6 ●

たま-ぶちこむ【弾】-【打ち込む】名-動(2)1～2 疲れた

たつ-しまう【立つ】-【仕舞う】動-動･補(1)1 ●

だまりかた-その【黙り方】-【其の】名-連体(1)1 甘え方

たった-いま【唯】-【今】副-名(1)1 帰って

ため-hum【為】-【hum】名-感(4)1 ハートは,2 幸福も,3 私の,4
誰かの

たつ-ふりむく【立つ】-【振り向く】動-動(1)1 電話が
たつ-もの【立つ】-【物】動-名(1)1 ある

ため-あいする【為】-【愛する】名-動(2)1～2 ため

たつ-わけ【立つ】-【訳】動-名(1)1 ●

ため-ある【為】-【有る】名-動(2)1～2 ●

たてる-あしもと【立てる】-【足元】動-名(1)1 あやうく

ため-いま【為】-【今】名-名(1)1 私

たてる-わらう【立てる】-【笑う】動-動(1)1 あとに

ため-ぐらす【為】-【グラス】名-名(1)1 明ける

たとえ-いこく【例え】-【異国】副-名(1)1 白い

ため-そう【為】-【然う】名-感(1)1 運命が

たどりつく【辿り着く】動-●(1)1 ●

だめだ【駄目だ】形動-●(4)1～4 ●
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ため-だれ【為】-【誰】名-名(2)1～2 持つ

ちがう-それ【違う】-【其れ】動-名(1)1 絵本だけの

ため-ちいさな【為】-【小さな】名-形動(1)1 荷物が

ちがう-ならぶ【違う】-【並ぶ】動-動(1)1 ５cm も

たより【便り】名-●(2)1～2 ●

ちがう-ひと【違う】-【人】動-名(1)1 過ぎた

だれ【誰】名-●(3)1～3 ●

ちがう-まち【違う】-【町】動-名(1)1 ライトを

だれか-いる【誰か】-【居る】名-動(1)1 夢は

ちかう-わたし【誓う】-【私】動-名(1)1 私は

だれか-うわさする【誰か】-【噂する】名-動(1)1 いる・補

ちかく-いる【近く】-【居る】名-動(1)1 ＊

だれか-きょう【誰か】-【今日】名-名(1)1 けちらして

ちかく-くる【近く】-【来る】名-動(1)1 いるの・補

だれか-ため【誰か】-【為】名-名(1)1 hum

ちかく-ゆく【近く】-【行く】名-動(2)1 ●,2 ＊

だれか-つける【誰か】-【付ける】名-動(1)1 また

ちかごろ-もどかしい【近頃】-【擬かしい】名-形(1)1 いっそ

だれか-のせる【誰か】-【乗せる】名-動(2)1 スリルと,2 旅が

ちかさ【近さ】名-●(1)1 ●

だれか-へや【誰か】-【部屋】名-名(1)1 土曜の

ちかてつ-のる【地下鉄】-【乗る】名-動(1)1 はやびけを

だれ-くる【誰】-【来る】名-動(1)1 遠い

ちから-うらはらだ【力】-【裏腹だ】名-形動(1)1 あなたの

だれ-じゃま【誰】-【邪魔】名-名(1)1 No

ちきゅう-とまる【地球】-【止まる】名-動(2)1～2 イる・補

だれ-しる【誰】-【知る】名-動(2)1～2 ●

ちぎれる-ゆく【千切れる】-【行く】動-動･補(1)1 それは

だれ-どこ【誰】-【何処】名-名(1)1 見つけたの

ちち-あなた【父】-【貴方】名-名(2)1～2 似合ったでしょう

だれもかれも-いつか【誰も彼も】-【何時か】名-副(1)1 淋しい

ちっぽけだ-まちじゅう【ちっぽけだ】-【町中】形動-名(1)1 止
まって

だれ-もつ【誰】-【持つ】名-動(2)1～2 ひとつの
だれ-わすれる【誰】-【忘れる】名-動(1)1 いても・補

ちへいせん-かがやく【地平線】-【輝く】名-動(1)1 イた・補

たわあさいど-でる【タワーサイド】-【出る】名-動(1)1 最終モ

ちゃいむ-ならす【チャイム】-【鳴らす】名-動(3)1 コーヒー,2
もう,3 背中を

ノレールが
たんじょうび【誕生日】名-●(1)1 ●

ちゃんす-ない【チャンス】-【無い】名-形(1)1 今は

だんす-にどと【ダンス】-【二度と】名-副(1)1 できないね

ちゅうういんぐがむ-つきあえる【チューイングガム】-【付き合
える】名-動(1)1 もの好きは

だんす-ほんもの【ダンス】-【本物】名-名(1)1 ●
だんだん-かなしみ【段々】-【悲しみ】副-名(2)1～2 高く

ちゅうおうぶんりたい【中央分離帯】名-●(1)1 ●

だんだん-すぴいど【段々】-【スピード】副-名(1)1 あげて

ちゅうぶ-すかす【チューブ】-【透かす】名-動(1)1 みる・補

だんだんだだんと-たま【dang dang d･dang と】-【弾】副-名(2)1

ちょうし-いかがだ【調子】-【如何だ】名-形動(1)1 ニコニコ
ちょうし-くるう【調子】-【狂う】名-動(1)1 ピアノの

～2 ぶち込んで

ちょうだい-じるば【頂戴((仕れ))1】-【ジルバ】動･補-名

だんだんだだんと-だんだんだだんと【dang dang と】-【dang dang

ちょうちょう-はこぶ【蝶々】-【運ぶ】名-動(1)1 二人の

d･dang と】副-副(4)1～2 弾丸を,3～4 派手に

ちょうど-よい【丁度】-【良い】副-形(2)1～2 頃合いに

だんだんだだんと-はでだ【dang dang d･dang と】-【派手だ】

ちょっと【一寸】副-●(1)1 ●

副-形動(2)1～2 砕け散って
だんでらいおん【ダンデライオン】名-●(2)1～2 ●

ちょっと-きれいだ【一寸】-【奇麗だ】副-形動(1)1 して

ちいくたいむ【チークタイム】名-●(1)1 ●

ちょっと-たかい【一寸】-【高い】副-形(2)1～2 フライ

ちいさい-あなた【小さい】-【貴方】形-名(1)1 けれど

ちょっと-ひかり【一寸】-【光】副-名(1)1 影

ちいさい-なる【小さい】-【為る】形-動(2)1 くせの,2 ●

ちょっと-まつ【一寸】-【待つ】副-動(1)1 くれれば

ちいさな-うわさ【小さな】-【噂】形動-名(1)1 朝から

ちらかる-てえぶる【散らかる】-【テーブル】動-名(1)1 そのま
ま

ちいさな-がそりんすたんど【小さな】-【ガソリンスタンド】形

ちらす-きせつ【散らす】-【季節】動-名(1)1 ゆく

動-名(1)1 ある
ちいさな-にもつ【小さな】-【荷物】形動-名(1)1 ある

ちる-さくら【散る】-【桜】動-名(1)1 見に

ちいさな-ふね【小さな】-【船】形動-名(1)1 上に

ついに-こわれる【遂に】-【壊れる】副-動(1)1 ●

ちぇっく-しゃつ【チェック】-【シャツ】名-名(1)1 風に

つかえる-いま【使える】-【今】動-名(1)1 hu hu hu

ちかいあう【誓い合う】動-●(1)1 ●

つかまえる【捕まえる】動-●(1)1 ●

ちかい-つらい【誓い】-【辛い】名-形(1)1 言葉も

つかまえる-あいする【捕まえる】-【愛する】動-動(1)1 いる・
補

ちかい-ろんさむたうん【近い】-【ロンサム･タウン】形-名(1)1

つかれる-はあと【疲れる】-【ハート】動-名(2)1 ●,2 ＊

＊

つき-um【月】-【um】名-感(1)1 映った

ちがう-こっそり【違う】-【こっそり】動-副(1)1 開く
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つきあう-いる【付き合う】-【居る】動-動･補(1)1 仲に

つのる【募る】動-●(1)1 ●

つきあえる-ものずき【付き合える】-【物好き】動-名(1)1 誰

つばさ-よこ【翼】-【横】名-名(1)1 急ぐ

つぎ-あさ【次】-【朝】名-名(1)1 みんなで

つぶやき-こえ【呟き】-【声】名-名(1)1 ならないの

つぎ-あなた【次】-【貴方】名-名(1)1 夢

つぶやく【呟く】動-＊(1)1＊

つき-うつす【月】-【映す】名-動(2)1 銀の,2 指で

つぶやく【呟く】動-●(3)1～3 ●

つぎ-おしえる【次】-【教える】名-動(2)1～2 ●

つぶやく-しゃしん【呟く】-【写真】動-名(1)1 グレイス

つき-おぼろだ【月】-【朧だ】名-形動(1)1 見え隠れ

つぼみ-ながめる【蕾】-【眺める】名-動(1)1 イる・補

つき-けんか【月】-【喧嘩】名-名(1)1 して

つまむ-あるく【撮む】-【歩く】動-動(1)1 いたの・補

つぎ-しいずん【次】-【シーズン】名-名(1)1 かけて

つみとる-ささげる【摘み取る】-【捧げる】動-動(1)1 人に

つぎ-しぬ【次】-【死ぬ】名-動(3)1～3 いつしか

つみ-ゆるす【罪】-【許す】名-動(2)1～2 くれる

つぎつぎ-きえる【次々】-【消える】副-動(1)1 ゆく・補

つむじかぜ-おいこす【旋風】-【追い越す】名-動(3)1～3 ●

つき-ひかり【月】-【光】名-名(1)1 可憐に

つむる-つれる【瞑る】-【連れる】名-動(1)1 いって→ゆく・補

つきひ-さる【月日】-【去る】名-動(1)1 なく･補

つめたい【冷たい】形-●(1)1 ●

つきひ-せい【月日】-【所為】名-名(3)1～3 ●

つめたい-moonlight【冷たい】-【moonlight】形-名(1)1 恋の

つき-やどす【月】-【宿す】名-動(1)1 いる・補

つめたい-こえ【冷たい】-【声】形-名(1)1 ●

つき-よぎる【月】-【過ぎる】名-動(1)1 雲の

つめたい-する【冷たい】-【為る】形-動(1)1 わけも

つきる-まえ【尽きる】-【前】動-名(3)1～3 私と

つめたい-て【冷たい】-【手】形-名(1)1 私

つぎ-れっしゃ【次】-【列車】名-名(1)1 乗る

つめたい-なる【冷たい】-【為る】形-動(1)1 しまった

つくえ-らじお【机】-【ラジオ】名-名(1)1 じっと

つめたい-ひと【冷たい】-【人】形-名(3)1～3 あなたは

つく-おいで【付く】-【御出で】動-動･補(3)1～3 Behind

つめたい-ふぃず【冷たい】-【フィズ】形-名(2)1～2 泡の

つく-ころ【着く】-【頃】動-名(1)1 あなたくらい

つめたい-みず【冷たい】-【水】形-名(2)1～2 運ばれて

つく-すべて【着く】-【全て】動-名(1)1 見える

つややかだ-うま【艶やかだ】-【馬】形動-名(1)1 またがり

つく-とおい【着く】-【遠い】動-形(2)1～2 日の

つゆくさ-つき【露草】-【月】名-名(1)1 光に

つく-ゆく【付く】-【行く】動-動･補(1)1 夢中の

つよい【強い】形-●(1)1 ●

つく-ゆける【付く】-【行ける】動-動補(2)1 私は,2 ふいに

つよい-あいする【強い】-【愛する】形-動(1)1 気持も

つくれる【作れる】動-●(1)1 ●

つよい-かぜ【強い】-【風】形-名(1)1 堤防

つけこむ-だれか【付け込む】-【誰か】動-名(1)1 今日は

つよい-つよい【強い】-【強い】形-形(2)1 強く,2 ●

つける-かあぶ【付ける】-【カーブ】動-名(1)1 降りて

つよい-れんず【強い】-【レンズ】形-名(1)1 うしろに

つける-すきだ【付ける】-【好きだ】動-形動(1)1 歌が

つらい-ことば【辛い】-【言葉】形-名(1)1 運命の

つける-すず【付ける】-【鈴】動-名(1)1 音だけが

つらい-とき【辛い】-【時】形-名(1)1 かけて

つける-また【付ける】-【又】動-副(1)1 次の

つらい-ひと【辛い】-【人】形-名(2)1～2 云わないで

つける-もう【付ける】-【もう】動-副(1)1 そこまで

つれだす-くれる【連れ出す】-【呉れる】動-動･補(1)1 ●

つたう-かたごし【伝う】-【肩越し】動-名(1)1 鏡だけが

つれる-いる【連れる】-【居る】動-動･補(1)1 きいたけど

つち-はらう【土】-【払う】名-動(1)1 ゆるやかな

つれる-きょう【連れる】-【今日】動-名(2)1～2 ビルに

つちぼこり-ばしゃ【土埃】-【馬車】名-名(1)1 ゆく

つれる-ゆく【連れる】-【行く】動-動･補(8)1～3 これから,4 あ
げる・補,5 遊園地,6～7 ●,8 ＊

つづく-ほんきだ【続く】-【本気だ】動-形動(1)1 愛した
つつみこむ-いくおく【包み込む】-【幾億】動-名(1)1 太鼓が

つれる-れびゅう【連れる】-【レビュー】動-名(2)1～2 見せに

つつみ-できる【包み】-【出来る】名-動(1)1 笑顔と

であう-あいしあう【出会う】-【愛し合う】動-動(1)1 紳士は

つつむ-かがやく【包む】-【輝く】動-動(1)1 イた・補

であう-ため【出会う】-【為】動-名(1)1 そうよ

つつむ-くちびる【包む】-【唇】動-名(1)1 ふさいで

であう-ひと【出会う】-【人】動-名(1)1 淋しい

つつむ-こんや【包む】-【今夜】動-名(2)1 ●,2 ＊

であう-みすていく【出会う】-【ミステイク】動-名(1)1 ●

つつむ-せかい【包む】-【世界】動-名(2)1～2 尾根も

であえる-する【出会える】-【為る】動-動(1)1 ●

つつむ-とうきょうたわあ【包む】-【東京タワー】動-名(1)1 ●

てぃいるうむ【ティールーム】名-●(1)1 ●

つなぐ-あいする【繋ぐ】-【愛する】動-動(2)1～2 いる・補

でぃすこ【ディスコ】名-●(1)1 ●

つなぐ-たび【繋ぐ】-【旅】動-名(3)1～3 しても

でぃすこてぃいく-だれ【ディスコティーク】-【誰】名-名(1)1 じ
ゃまは

つなぐ-わかい【繋ぐ】-【若い】動-形(1)1 ないから･補
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でぃすこ-はじめて【ディスコ】-【初めて】名-副(1)1 最後の

でも-これ【でも】-【此れ】接-名(1)1 教えて

ていぼう-おりる【堤防】-【降りる】名-動(1)1 思い出を

でも-ひとばん【でも】-【一晩】接-名(1)1 どうせ

てぃらのざうるす【ティラノザウルス】名-●(1)1 ●

でも-めいわくだ【でも】-【迷惑だ】接-形動(1)1 ●

てえぶる-そのままだ【テーブル】-【其の侭だ】名-形動(1)1 ●

てらす-おどる【照らす】-【踊る】動-動(1)1 みせるだけ・補

てえぶる-はさむ【テーブル】-【挟む】名-動(1)1 ●

てらす-ゆらめく【照らす】-【揺らめく】動-動(1)1 煙は

て-おえる【手】-【負える】名-動(1)1 戻って

てらす-よこがお【照らす】-【横顔】動-名(1)1 ●

でかける【出掛ける】動-●(1)1 ●

でる【出る】動-＊(1)1＊

てがみ-ぎこちない【手紙】-【ぎこちない】名-形(1)1 ぬくもり

でる【出る】動-●(1)1 ●
でる-いけない【出る】-【行けない】動-形･補(4)1 決して,2～4

ほど

出ては

てがみ-きのう【手紙】-【昨日】名-名(1)1 見つけた
てがみ-だせる【手紙】-【出せる】名-動(1)1 忙しいのよ

でる-いなか【出る】-【田舎】動-名(1)1 駅

てがみ-とる【手紙】-【取る】名-動(1)1 いても・補

でる-きれる【出る】-【切れる】動-動(1)1 しまう

できる【出来る】動-●(1)1 ●

でる-さいしゅうものれえる【出る】-【最終モノレール】動-名
(1)1 東の

できる-えがお【出来る】-【笑顔】動-名(1)1 最後の
できる-かた【出来る】-【肩】動-名(2)1～2 よせ

でる-とき【出る】-【時】動-名(2)1～2 全てが

できる-こと【出来る】-【事】動-名(1)1 たくさん

でる-まく【出る】-【幕】動-名(1)1 ないよ

できる-すべて【出来る】-【全て】動-名(1)1 うけとって

てれすこおぷ-そこ【テレスコープ】-【底】名-名(1)1 夕映え

できる-なる【出来る】-【為る】動-動(1)1 どこかで

てれび-おと【テレビ】-【音】名-名(1)1 散らかった

できる-やすみ【出来る】-【休み】動-名(1)1 日にも

て-わたし【手】-【私】名-名(1)1 ずっと

できる-よい【出来る】-【良い】動-形･補(1)1 Because

てんき-ある【天気】-【有る】名-動(1)1 ●

できる-よる【出来る】-【夜】動-名(1)1 来るなんて

でんこうせっか-けっこんるうれっと【電光石火】-【結婚ルーレ
ット】名-名(1)1 ＊

でくわす-くらすめいと【出くわす】-【クラスメイト】動-名(1)1

でんこうせっか-ろしあんるうれっと【電光石火】-【ロシアン･

次の

ルーレット】名-名(1)1 ●

でっき【デッキ】名-●(1)1 ●

でんごんばん-きれいだ【伝言板】-【奇麗だ】名-形動(1)1 消さ

て-つなぐ【手】-【繋ぐ】名-動(3)1～2 愛して,3 若く

れて

でてくる【出て来る】動-●(1)1 ●
でてくる-わすれる【出て来る】-【忘れる】動-動(1)1 いやよと

でんしゃ-かあぶ【電車】-【カーブ】名-名(3)1～3 煙った

て-とどく【手】-【届く】名-動(1)1 ●

でんしゃ-のりこす【電車】-【乗り越す】名-動(1)1 休みに

てとら-すわる【テトラ】-【座る】名-動(1)1 しらむ

でんせつ-くに【伝説】-【国】名-名(5)1～5 Shangrila

てのうち-くぃいん【手の内】-【クィーン】名-名(1)1 まざって

てん-だいち【天】-【大地】名-名(2)1～2 そそぎ

てのひら-あつめる【手の平】-【集める】名-動(1)1 水しぶき

てん-とける【天】-【溶ける】名-動(2)1～2 私は

てのひら-かざす【手の平】-【翳す】名-動(1)1 青い

てん-なる【点】-【為る】名-動(3)1～3 ●

てのひら-つつむ【手の平】-【包む】名-動(1)1 東京タワー

てんぼうだい【展望台】名-●(1)1 ●

でぱあと-きえる【デパート】-【消える】名-動(1)1 西日

でんわ-あなた【電話】-【貴方】名-名(1)1 手の内に

て-はいる【手】-【入る】名-動(1)1 気が

でんわ-おぼえる【電話】-【覚える】名-動(1)1 イて・補

ではらう-ばかんすどき【出払う】-【バカンス時】動-名(1)1 街

でんわ-かける【電話】-【掛ける】名-動(1)1 くる･補
でんわ-きる【電話】-【切る】名-動(1)1 あとに

が
て-ひく【手】-【引く】名-動(2)1 私の,2 めんどうが

でんわ-する【電話】-【為る】名-動(1)1 すぐ

て-ふりつづける【手】-【振り続ける】名-動(1)1 いたい・補

でんわ-せつない【電話】-【切ない】名-形(1)1 ●

て-ふる【手】-【振る】名-動(3)1 イる・補,2 ●,3 ＊

でんわ-つめたい【電話】-【冷たい】名-形(1)1 声

てむず-わたる【テムズ】-【渡る】名･地-動(1)1 夢

でんわ-とりつぐ【電話】-【取り次ぐ】名-動(1)1 ●

でも-rasa sayang geh【でも】-【rasa sayang geh】接-外ｲﾝﾄﾞ

でんわ-なりだす【電話】-【鳴り出す】名-動(1)1 強く
でんわ-わき【電話】-【脇】名-名(1)1 メモは

ﾈｼｱ･感(2)1～2 ●

どあ-あける【ドア】-【開ける】名-動(4)1～2 いっしょに,3 波

でも-あなた【でも】-【貴方】接-名(1)1 好きに

を,4 ●

でも-おとな【でも】-【大人】接-名(1)1 なれば

どあ-きく【ドア】-【聞く】名-動(1)1 そこは

でも-かわいい【でも】-【可愛い】接-形(1)1 あなたより
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どあ-たたきあい【ドア】-【叩き合い】名-名(1)1 しない→する・

とおり-ひびく【通り】-【響く】名-動(1)1 うつむいた

補

とおり-ゆめ【通り】-【夢】名-名(1)1 あと

どあ-たたく【ドア】-【叩く】名-動(1)1 ●

とかい-おきざり【都会】-【置き去り】名-名(1)1 ●

どあ-へこむ【ドア】-【凹む】名-動(1)1 白い

とかい-みおろす【都会】-【見下ろす】名-動(1)1 カイトに

とうきょうたわあ【東京タワー】名-＊(1)1＊

とき【時】名-＊(1)1＊

とうきょうたわあ【東京タワー】名-●(2)1～2 ●

とき【時】名-●(3)1～3 ●

どうし-つきひ【同志】-【月日】名-名(3)1～3 せい

とき-あおい【時】-【青い】名-形(1)1 心の

どうじ-とし【同時】-【年】名-名(1)1 とって

とき-あなた【時】-【貴方】名-名(1)1 こと

どうせ-ちゅうういんぐがむ【何うせ】-【チューイングガム】副

とき-えいえんだ【時】-【永遠だ】名-形動(1)1 恋は

-名(1)1 つきあえる

とき-かける【時】-【駆ける】名-動(4)1 ゆくわ・補,2～4 少女

どうぞ-わるい【何うぞ】-【悪い】副-形(1)1 思わないで

とき-かた【時】-【肩】名-名(1)1 あたりに

どうでも-あなたらしい【何うでも】-【貴方らしい】副-形(1)1 最

とき-かわ【時】-【川】名-名(2)1～2 きのうは
とき-きづく【時】-【気付く】名-動(1)1 ●

高
とおい【遠い】形-●(3)1～3 ●

とき-きみ【時】-【君】名-名(1)1 ハンター

とおい-rasa sayang geh【遠い】-【rasa sayang geh】形-外ｲﾝ

とき-きめる【時】-【決める】名-動(2)1～2 こと
とき-くるしみ【時】-【苦しみ】名-名(1)1 消えて

ﾄﾞﾈｼｱ･感(1)1 ●
とおい-いまあじゅ【遠い】-【イマージュ】形-名(1)1 水面に

とき-こおる【時】-【凍る】名-動(1)1 おけるわ・補

とおい-うみ【遠い】-【海】形-名(4)1～3 CAPRICORN,4 旅して

とき-さざなみ【時】-【漣】名-名(5)1～5 私達を

とおい-くに【遠い】-【国】形-名(1)1 たどり着く

とき-さようなら【時】-【左様なら】名-感(1)1 云わなくても

とおい-こえ【遠い】-【声】形-名(1)1 でもね

とき-さらう【時】-【攫う】名-動(5)1～4 Kobe girl,5 くれた
ら

とおい-しま【遠い】-【島】形-名(5)1～5 運ぶ
とおい-とおい【遠い】-【遠い】形-形(2)1 ひとつの,2 遠い

とき-しゃしん【時】-【写真】名-名(1)1 向って

とおい-ところ【遠い】-【所】形-名(2)1～2 私の

とき-しんぱい【時】-【心配】名-名(1)1 させちゃ

とおい-なつ【遠い】-【夏】形-名(1)1 息を

とき-すべて【時】-【全て】名-名(2)1～2 消える

とおい-はなれる【遠い】-【離れる】形-動(2)1 ずっと,2 遠く

とき-たびする【時】-【旅する】名-動(1)1 いる・補

とおい-はんとう【遠い】-【半島】形-名(1)1 国で

とき-とおい【時】-【遠い】名-形(1)1 国まで

とおい-ひ【遠い】-【日】形-名(3)1～2 異国へ,3 仲間の

ときどき-あかい【時々】-【赤い】副-形(1)1 灯る

とおい-ひとつ【遠い】-【一つ】形-名(1)1 声

ときどき-だきしめる【時々】-【抱き締める】副-動(1)1 泣くで
しょう

とおい-びる【遠い】-【ビル】形-名(1)1 ●

ときどき-ふしぎだ【時々】-【不思議だ】副-形動(2)1 ミラーを,2

とおい-ふたり【遠い】-【二人】形-名(1)1 ほどく

ワープを

とおい-まち【遠い】-【町】形-名(1)1 サンタが
とおい-ものがたり【遠い】-【物語】形-名(1)1 本気で

ときどき-わたし【時々】-【私】副-名(2)1～2 こと

とおい-ゆめ【遠い】-【夢】形-名(1)1 見て

とき-とし【時】-【年】名-名(1)1 とって

とおく-あなた【遠く】-【貴方】名-名(4)1～2 見つめて,3～4 呼

とき-とまる【時】-【止まる】名-動(4)1～3 このままが,4 ＊
とき-ない【時】-【無い】名-形(1)1 ホテル

んで
とおく-ながれる【遠く】-【流れる】名-動(1)1 ゆく・補

とき-ながれ【時】-【流れ】名-名(1)1 逆のぼる

とおく-みつめる【遠く】-【見詰める】名-動(1)1 くせ

ときに-おもいだす【時に】-【思い出す】副-動(2)1 夢の,2 ●

とおく-ゆく【遠く】-【行く】名-動(1)1 ●

ときに-とき【時に】-【時】副-名(1)1 流れを

とおざかる-さざなみ【遠ざかる】-【漣】動-名(1)1 残し

ときに-なきじゃくる【時に】-【泣きじゃくる】副-動(1)1 カラ
リと

とおす-それ【通す】-【其れ】動-名(1)1 素敵な
とおり-あふれる【通り】-【溢れる】名-動(1)1 ●

とき-ふたり【時】-【二人】名-名(1)1 いつから

とおりあめ-ひと【通り雨】-【人】名-名(1)1 ネオンも

とき-まわりじゅう【時】-【周り中】名-名(1)1 ぼやけて

とおりあめ-みな【通り雨】-【皆】名-名(1)1 急ぎ足

とき-みえる【時】-【見える】名-動(1)1 さびれた

とおり-さき【通り】-【先】名-名(1)1 見えて

とき-みせる【時】-【見せる】名-動(1)1 深まる

とおり-すこおる【通り】-【スコール】名-名(1)1 かけて

とき-めがみ【時】-【女神】名-名(1)1 気紛れで

とおり-そめる【通り】-【染める】名-動(1)1 見て

ときめき-ひとり【時めき】-【一人】名-名(1)1 ひとり
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ときめく-ときどき【時めく】-【時々】動-副(2)1～2 私の

どて-すわる【土手】-【座る】名-動(1)1 レンゲを

ときめく-ぱのらま【時めく】-【パノラマ】動-名(1)1 東京タワ

とても-ああ【迚も】-【嗚呼】副-感(2)1～2 なつかしい

ー

とても-あいする【迚も】-【愛する】副-動(2)1～2 いる・補

とき-ゆく【時】-【行く】名-動(4)1～3 電車は,4 ＊

とても-しあわせだ【迚も】-【幸せだ】副-形動(2)1～2 淋しさ

とき-ゆれる【時】-【揺れる】名-動(1)1 誰もかれも

を

とぎれる-こえ【跡切れる】-【声】動-名(1)1 ゆくえ

とても-しっかりする【迚も】-【確りする】副-動(1)1 いる・補

とけあう【溶け合う】動-●(3)1～3 ●

とても-はかない【迚も】-【儚い】副-形(1)1 ●

とけだす-みえる【溶け出す】-【見える】動-動(1)1 ●

とどく【届く】動-●(3)1～3 ●

とける【溶ける】動-●(1)1 ●

とどく-き【届く】-【気】動-名(1)1 早い

とける-つややかだ【溶ける】-【艶やかだ】動-形動(1)1 馬に

とどく-こたえ【届く】-【答え】動-名(1)1 知らず

とける-ながれる【溶ける】-【流れる】動-動(1)1 いたね・補

とどく-しお【届く】-【潮】動-名(2)1～2 便り

とける-ぼおる【溶ける】-【ボール】動-名･運動具(2)1～2 消え

とどく-せつない【届く】-【切ない】動-形(1)1 ラブレター
とどく-やさしい【届く】-【優しい】動-形(1)1 ラブレター

た
とける-わたし【溶ける】-【私】動-名(2)1～2 腕を

とどける-らんち【届ける】-【ランチ】動-名(1)1 クローバーの

どこ-いる【何処】-【居る】名-動(5)1～4 ●,5 ＊

となえる【唱える】動-●(1)1 ●

どこか-いたずら【何処か】-【悪戯】名-名(1)1 云って

どなた-わたし【どなた】-【私】名-名(2)1 あわれんで,2 降ろ
させて

どこか-いちど【何処か】-【一度】名-名(1)1 めぐり逢って

となり-おしゃれだ【隣り】-【御洒落だ】名-形動(1)1 おねえさ

どこか-いちばんどり【何処か】-【一番鶏】名-名(1)1 鳴いて

んは

どこか-こい【何処か】-【恋】名-名(3)1～3 して
どこか-しんじる【何処か】-【信じる】名-動(2)1～2 いる・補

となりまち-わたし【隣り町】-【私】名-名(1)1 たぶん

どこか-すてる【何処か】-【捨てる】名-動(1)1 ●

どなる-がっき【怒鳴る】-【楽器】動-名(1)1 音が

どこか-はんぶん【何処か】-【半分】名-名(1)1 失くしたら

とばす-いる【飛ばす】-【居る】動-動･補(1)1 ●

どこ-くる【何処】-【来る】名-動(2)1 どこへ,2 陽気な

とばす-ぽおとぴあ【飛ばす】-【ポートピア】動-名(1)1 終われ
ば

とこしえだ-やってくる【常しえだ】-【遣って来る】形動-動(1)1

とびいし-かず【飛び石】-【数】名-名(1)1 たぐりながら

●
どこ-たびだつ【何処】-【旅立つ】名-動(1)1 涙

とびかう-いる【飛び交う】-【居る】動-動･補(1)1 ●

どこ-はいきょ【何処】-【廃虚】名-名(1)1 街並を

とびこえる-ごおぐる【飛び越える】-【ゴーグル】動-名(1)1 雪

どこ-みつける【何処】-【見付ける】名-動(1)1 ●

とびこむ-いっしょに【飛び込む】-【一緒に】動-副(1)1 暮らそ
う

どこ-ゆく【何処】-【行く】名-動(8)1～4 あなた,5 待ちどおし

とびこむ-よわさ【飛び込む】-【弱さ】動-名(1)1 責めつつ

かった,6 満天の,7～8 ●
ところ-めざす【所】-【目指す】名-動(3)1～3 ゆけば

とびら-のっくする【扉】-【ノックする】名-動(1)1 ●

ところ-わたし【所】-【私】名-名(2)1～2 こと

とぶ-くる【飛ぶ】-【来る】動-動・補(1)1 はかない

とざす-wow【閉ざす】-【wow】動-感(1)1 いつか

とぶ-ゆく【飛ぶ】-【行く】動-動･補(3)1 そんなに,2～3 ●

とざす-ふたり【閉ざす】-【二人】動-名(2)1～2 流れる

とまどう-ゆれる【戸惑う】-【揺れる】動-動(1)1 イるでしょう・
補

とし-とる【年】-【取る】名-動(3)1 なつかしく,2 あなたを,3 ゆ

とまる【止まる】動-＊(1)1＊

くのよ・補
どしゃぶり-よる【土砂降り】-【夜】名-名(1)1 道

とまる-いる【止まる】-【居る】動-動･補(2)1～2 ●

としょかん-いす【図書館】-【椅子】名-名(1)1 ひどく

とまる-このまま【止まる】-【此の侭】動-連(3)1～3 いい

としより-せめる【年寄り】-【責める】名-動(1)1 私と

とまる-しまう【止まる】-【仕舞う】動-動･補(1)1 いい

とじる-かれる【閉じる】-【枯れる】動-動(1)1 芝生の

とめる【止める】動-●(3)1～3 ●

とじる-こたえる【閉じる】-【答える】動-動(2)1～2 イる・補

とめる-うで【止める】-【腕】動-名(1)1 中で

とじる-ひ【閉じる】-【日】動-名(1)1 来るの

とめる-くる【止める】-【来る】動-動(1)1 制服

とじる-よりそう【閉じる】-【寄り添う】動-動(1)1 ステップし

ともしび-wow【灯火】-【wow】名-感(1)1 溶けて
ともだち-いう【友達】-【言う】名-動(1)1 知って

ても
とつぜん-きえる【突然】-【消える】副-動(1)1 しないでね

ともだち-いま【友達】-【今】名-名(1)1 旅を

ど-つよい【度】-【強い】名-形(1)1 レンズの

ともだち-なる【友達】-【為る】名-動(1)1 それしか
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ともだち-まち【友達】-【町】名-名(1)1 会えば

ない-くらむ【無い】-【眩む】形･補-動(1)1 白い

ともだち-まま【友達】-【侭】名-名(1)1 わがままな

ない-けれど【無い】-【けれど】形･補-接(1)1 今日まで

ともだち-みな【友達】-【皆】名-名(1)1 幸せに

ない-こまる【無い】-【困る】形･補-動(1)1 ない･補

ともだち-よべる【友達】-【呼べる】名-動(1)1 日々へ

ない-しりあう【無い】-【知り合う】形-動(1)1 人々を

ともる-たび【灯る】-【度】動-名(1)1 照らされる

ない-すてきだ【無い】-【素敵だ】形-形動(1)1 グループ

どよう-あさ【土曜】-【朝】名-名(1)1 むかえる

ない-それでも【無い】-【其れでも】形-接(1)1 ●

どようなみ【土用波】名-●(2)1～2 ●

ない-だから【無い】-【だから】形･補-接(1)1 気に

とらんくす-やはり【トランクス】-【矢張り】名-副(1)1 ちがう

ない-たび【無い】-【旅】形-名(2)1～2 一度

とりあえず-かえる【取り敢えず】-【帰る】副-動(1)1 宿題

ない-ちへいせん【無い】-【地平線】形･補-名(1)1 輝いて

とりつぐ【取り次ぐ】動-●(1)1 ●

ない-でんわ【無い】-【電話】形･補-名(1)1 切った

とる【取る】動-●(2)1～2 ●

ない-びゃくや【無い】-【白夜】形･補-名(1)1 荒野です

とる-wow【取る】-【wow】動-感(1)1 Wow

ない-ほてる【無い】-【ホテル】形-名(1)1 ２０世紀を

とる-あなた【取る】-【貴方】動-名(1)1 愛したい

ない-むかえ【無い】-【迎え】形-名(1)1 出る

とる-いる【取る】-【居る】動-動･補(1)1 しかたないさ

ない-ゆきつけ【無い】-【行き付け】形-名(1)1 店も

とる-こと【取る】-【事】動-名(1)1 なく

ない-りゅうせい【無い】-【流星】形･補-名(1)1 なくて･補

とる-なつかしい【取る】-【懐かしい】動-形(1)1 なる

ない-わたし【無い】-【私】形･補-名(2)1 眠れない,2 ●

とる-ゆく【取る】-【行く】動-動･補(1)1 ●

なおす-じぶん【直す】-【自分】動-名(1)1 パラダイスに

どれ-あいて【何れ】-【相手】名-名(1)1 倒したら

なおす-なぜ【直す】-【何故】動-副(1)1 足が

どれ-じぶん【何れ】-【自分】名-名(1)1 痛めれば

なか【中】名-●(2)1～2 ●

どれ-すきだ【何れ】-【好きだ】名-形動(1)1 わかる

なか-find【中】-【find】名-動(3)1～3 me!

どれ-たつ【何れ】-【立つ】名-動(1)1 ●

なか-あつい【中】-【熱い】名-形(3)1～3 燃えて

どれ-はしか【何れ】-【麻疹】名-名(1)1 ●

ながい-かみ【長い】-【髪】形-名(1)1 激しい

どんな-おもう【何んな】-【思う】連体-動(1)1 いても・補

ながい-からす【長い】-【烏】形-名(1)1 群れは

どんな-かお【何んな】-【顔】連体-名(1)1 すれば

ながい-こうふん【長い】-【興奮】形-名(2)1～2 速く

どんな-とおい【何んな】-【遠い】連体-形(1)1 ●

ながい-こと【長い】-【事】形-名(2)1 探したの,2 逃げ込んで

どんな-はなれる【何んな】-【離れる】連体-動(1)1 いつか

なか-いま【中】-【今】名-名(1)1 DE´ ＪA｀ ＶＵを

どんな-むすめ【何んな】-【娘】連体-名(1)1 手に

ながい-りいぐせん【長い】-【リーグ戦】形-名(1)1 しめくくる

とんねる-なか【トンネル】-【中】名-名(1)1 横顔が

なか-いる【中】-【居る】名-動(1)1 気が

とんぼ-とる【蜻蛉】-【取る】名-動(1)1 ●

なか-えすけいぷ【中】-【エスケイプ】名-名(1)1 ●

な-Suzie Wang【名】-【Suzie Wang】名-名･人(1)1 裾の

なか-こんや【中】-【今夜】名-名(1)1 二人で

ない【無い】形-●(1)1 ●

なか-しのぶ【中】-【忍ぶ】名-動(1)1 ゆきたいわ・補

ない【無い】形･補-●(5)1～5 ●

なか-しまじま【中】-【島々】名-名(1)1 ＊

ない-ああ【無い】-【嗚呼】形･補-感(1)1 とこしえに

ながす【流す】動-●(1)1 ●

ない-あなた【無い】-【貴方】形･補-名(1)1 シャツの

なか-たあんする【中】-【ターンする】名-動(1)1 もう

ない-あなた【無い】-【貴方】形-名(2)1 見つけたら,2 姿も

なか-つめたい【中】-【冷たい】名-形(2)1～2 フィズの

ない-あの【無い】-【彼の】形･補-連体(1)1 とき

なか-とける【中】-【溶ける】名-動(1)1 ●

ないいぶだ-ひと【ナイーブだ】-【人】形動-名(1)1 それまで

なかなおり-きすする【仲直り】-【キスする】名-動(1)1 and

ない-いま【無い】-【今】形-名(1)1 ●

なか-なぜ【中】-【何故】名-副(1)1 とても

ない-うきよ【無い】-【浮世】形-名(1)1 流れ

なか-にっしょく【中】-【日食】名-名(1)1 ●

ない-えいえんだ【無い】-【永遠だ】形-形動(1)1 万華鏡

なか-にんぎょ【中】-【人魚】名-名(2)1～2 なって

ない-かぜ【無い】-【風】形-名(1)1 深く

なか-ふたり【中】-【二人】名-名(2)1～2 ラストの

ない-かたち【無い】-【形】形･補-名(1)1 なくて･補

なかま-よぶ【仲間】-【呼ぶ】名-動(1)1 声と

ない-かなしい【無い】-【悲しい】形･補-形(2)1 けなげだった,2

ながめる-いる【眺める】-【居る】動-動･補(2)1～2 ●
なか-やきゅう【中】-【野球】名-名(1)1 見て

やさしすぎるから
ない-きずつけだす【無い】-【傷付け出す】形･補-動(1)1 ●

なか-ゆうとぴあ【中】-【ユートピア】名-名(1)1 ●

ない-くに【無い】-【国】形-名(1)1 ●

なか-よこがお【中】-【横顔】名-名(1)1 ネガのようだわ
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ながれ-あの【流れ】-【彼の】名-連体(1)1 娘は

なぜ-なつかしい【何故】-【懐かしい】副-形(1)1 ●

ながれ-おと【流れ】-【音】名-名(1)1 たてて

なぜ-みな【何故】-【皆】副-名(1)1 気づかうか

ながれくる-たそがれ【流れ来る】-【黄昏】動-名(1)1 遊園地

なぜ-わたし【何故】-【私】副-名(1)1 ひとりに

ながれこむ-あわてる【流れ込む】-【慌てる】動-動(1)1 とめに

なつ-いき【夏】-【息】名-名(1)1 ころし

ながれ-さかのぼる【流れ】-【遡る】名-動(1)1 ●

なつ-おわる【夏】-【終わる】名-動(1)1 ●

ながれさる-らんぷ【流れ去る】-【ランプ】動-名(2)1～2 ●

なつかしい【懐かしい】形-●(1)1 ●

ながれだす【流れ出す】動-●(1)1 ●

なつかしい-あなた【懐かしい】-【貴方】形-名(2)1～2 いて

ながれ-とびこむ【流れ】-【飛び込む】名-動(1)1 弱さ

なつかしい-けしき【懐かしい】-【景色】形-名(1)1 さあ

ながれぼし【流れ星】名-●(1)1 ●

なつかしい-なまえ【懐かしい】-【名前】形-名(1)1 呼べば

ながれる【流れる】動-●(1)1 ●

なつかしい-なる【懐かしい】-【為る】形-動(1)1 私は

ながれる-いる【流れる】-【居る】動-動･補(1)1 ●

なつかしい-まち【懐かしい】-【町】形-名(1)1 煙って

ながれる-きょり【流れる】-【距離】動-名(2)1～2 時間を

なつかしい-らぶこめでぃい【懐かしい】-【ラブ･コメディー】
形-名(1)1 ●

ながれる-ゆく【流れる】-【行く】動-動･補(3)1 山の,2 ●,3 ＊
なか-わきやく【中】-【脇役】名-名(2)1～2 いいから

なつ-こい【夏】-【恋】名-名(1)1 苦しい

なきじゃくる-からりと【泣きじゃくる】-【からりと】動-副(1)1

なつ-しま【夏】-【島】名-名(1)1 苦しい
なつ-すぎる【夏】-【過ぎる】名-動(1)1 ゆく・補

去って
なく【泣く】動-●(1)1 ●

なつやすみ【夏休み】名-●(1)1 ●

なぐ-ああ【凪ぐ】-【嗚呼】動-感(1)1 もう

なつやすみ-あの【夏休み】-【彼の】名-連体(1)1 人の

なく-あの【泣く】-【彼の】動-連体(1)1 日

ななめ-いりえ【斜め】-【入江】名-名(1)1 ジャンクの

なく-かえれる【泣く】-【帰れる】動-動(1)1 過ぎて

なに-ぎせい【何】-【犠牲】名-名(2)1～2 したの

なぐさめ-かせっと【慰め】-【カセット】名-名(1)1 淡い

なに-くすねる【何】-【くすねる】名-動(1)1 来たわ・補

なぐさめ-こうかい【慰め】-【後悔】名-名(1)1 迷わずに

なに-ごおる【何】-【ゴール】名-名(2)1～2 決めて

なぐさめる【慰める】動-●(1)1 ●

なに-ひとつ【何】-【一つ】名-名(1)1 できなくても

なくす-きづく【無くす】-【気付く】動-動(1)1 ことも

なに-みえる【何】-【見える】名-動(1)1 ●

なくす-ほしぞら【無くす】-【星空】動-名(1)1 誘惑

なにも-いう【何も】-【言う】副-動(1)1 やがて

なくす-やく【無くす】-【役】動-名(1)1 立たない

なにも-かんじる【何も】-【感じる】副-動(1)1 なって

なく-そら【鳴く】-【空】動-名(1)1 白みだし

なにも-きこえる【何も】-【聞こえる】副-動(1)1 ひとりぼっち
の

なく-ちいさい【泣く】-【小さい】動-形(1)1 なった
なく-なる【泣く】-【為る】動-動(1)1 ●

なにも-こわい【何も】-【怖い】副-形(1)1 ないよ･補

なくなる-もの【無くなる】-【物】動-名(1)1 思って

なに-よぶ【何】-【呼ぶ】名-動(1)1 ●

なく-ひび【泣く】-【日々】動-名(1)1 あるけれど

なほとか-むける【ナホトカ】-【向ける】名-動(1)1 遠去かる

なげかける-とき【投げ掛ける】-【時】動-名(1)1 まわりじゅう

なまえ-かばな【名前】-【カバナ】名-名･店(1)1 みんな

なげる【投げる】動-●(1)1 ●

なまえ-しる【名前】-【知る】名-動(1)1 誰かの

なげる-ah【投げる】-【ah】動-感(1)1 真珠の

なまえ-みえろじええなすろいけみあ【名前】-【ﾐｴﾛｼﾞｪｰﾅｽ･ﾛｲｹ
ﾐｱ】名-名･病(1)1 図書館の

なける-あめ【泣ける】-【雨】動-名(2)1～2 中で
なげる-それ【投げる】-【其れ】動-名(1)1 彼の

なまえ-よぶ【名前】-【呼ぶ】名-動(1)1 いく重にも

なさけない-かお【情け無い】-【顔】形-名(1)1 なる

なみ-あまぐも【波】-【雨雲】名-名(1)1 つれて

なし【無し】名-＊(3)1～3＊

なみ-うえ【波】-【上】名-名(1)1 さすらう

なし【無し】名-●(1)1 ●

なみ-きく【波】-【聞く】名-動(1)1 ●

な-しる【名】-【知る】名-動(1)1 星の

なみ-しぶき【波】-【飛沫】名-名(1)1 二度と

なぜ【何故】副-●(1)1 ●

なみだ-あふれる【涙】-【溢れる】名-動(1)1 くれた

なぜ-あし【何故】-【足】副-名(1)1 むく

なみだ-かくせる【涙】-【隠せる】名-動(1)1 声が

なぜ-あわてる【何故】-【慌てる】副-動(1)1 飛んで

なみだ-つたう【涙】-【伝う】名-動(1)1 肩ごしの

なぜかしら-さびしい【何故かしら】-【寂しい】連-形(1)1 ない･

なみだ-とまどう【涙】-【戸惑う】名-動(1)1 ゆれて
なみだ-まくら【涙】-【枕】名-名(1)1 濡らすの

補

なみだ-よみがえる【涙】-【蘇える】名-動(1)1 ●

なぜ-とても【何故】-【迚も】副-副(2)1～2 ああ
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なみのり【波乗り】名-●(1)1 ●

にあう-たいにいだ【似合う】-【tyny だ】動-形動(1)1 女の子

なみ-ばっく【波】-【バック】名-名(1)1 焼きつけたかった

にあう-はる【似合う】-【春】動-名(2)1～2 大連

なみ-ひとつ【波】-【一つ】名-名(1)1 ひとつに

におい-のせる【匂い】-【乗せる】名-動(1)1 手のひらに

なやみごと-とりあえず【悩み事】-【取り敢えず】名-副(1)1 帰

におい-ふかい【匂い】-【深い】名-形(1)1 吸った

ってからの

にぎわう-とおり【賑わう】-【通り】動-名(1)1 夢の

ならす-かいりゅう【鳴らす】-【海流】動-名(2)1～2 乗ったよ

にくむ-こと【憎む】-【事】動-名(1)1 今は
にくむ-のこる【憎む】-【残る】動-動(1)1 孤独を

うに
ならす-きる【鳴らす】-【切る】動-動(3)1～3 それは

にげこむ-いる【逃げ込む】-【居る】動-動･補(1)1 ●

ならす-こおひい【鳴らす】-【コーヒー】動-名(1)1 冷まし

にこにこ-てえぶる【にこにこ】-【テーブル】副-名(1)1 はさむ
けど

ならす-せなか【鳴らす】-【背中】動-名(1)1 たたき
ならす-もう【鳴らす】-【もう】動-副(1)1 すぐ

にごりみず-なみ【濁り水】-【波】名-名(1)1 ひとつ

ならぶ-ごせんち【並ぶ】-【五センチ】動-名(2)1～2 ●

にごる-かわ【濁る】-【川】動-名(2)1～2 歌い

なりだす-つよい【鳴り出す】-【強い】動-形(1)1 強く

にじいろ-みせる【虹色】-【見せる】名-動(1)1 ●

なる【為る】動-＊(3)1●

にじ-せい【虹】-【精】名-名(1)1 ●

なる【為る】動-●(29)1～29 ●

にしび【西日】名-●(1)1 ●

なる-あい【為る】-【愛】動-名(2)1～2 かけて

にし-めざす【西】-【目指す】名-動(1)1 ●

なる-あなた【為る】-【貴方】動-名(1)1 わかる

にじ-ゆうばえ【虹】-【夕映え】名-名(1)1 見える

なる-いっしょ【為る】-【一緒】動-名(1)1 時間が

にじゅっせいき-たのしむ【二十世紀】-【楽しむ】名-動(1)1 場
所

なる-いる【鳴る】-【居る】動-動･補(1)1 真冬の
なる-うち【為る】-【内】動-名(1)1 曲が

にちようび【日曜日】名-●(1)1 ●

なる-おしえる【為る】-【教える】動-動(1)1 ●

にっこうしゃしん-せつない【日光写真】-【切ない】名-形(1)1 か
げろう

なる-かれる【為る】-【枯れる】動-動(1)1 露草ほど
なる-くせ【為る】-【癖】動-名(1)1 ある

にっしょく【日食】名-●(1)1 ●

なる-けれど【為る】-【けれど】動-接(1)1 平凡だけは

につまる-こい【煮詰まる】-【恋】動-名(1)1 このさい

なる-こころもち【為る】-【心持ち】動-副(1)1 離れて

にどと-あえる【二度と】-【会える】副-動(2)1 場所へ,2 方が

なる-ことば【為る】-【言葉】動-名(1)1 きこえた

にどと-おどる【二度と】-【踊る】副-動(1)1 ●

なる-ころ【為る】-【頃】動-名(1)1 哀しい

にどと-おなじ【二度と】-【同じ】副-形動(1)1 姿は

なる-さんた【為る】-【サンタ】動-名(1)1 家に

にどと-かぐ【二度と】-【嗅ぐ】副-動(1)1 ことの

なる-しまう【為る】-【仕舞う】動-動･補(3)1～3 ●

にどと-くる【二度と】-【来る】副-動(3)1～2 季節,3 人の

なる-しゅくだい【為る】-【宿題】動-名(1)1 なくなる

にどと-できる【二度と】-【出来る】副-動(1)1 ●

なる-それ【為る】-【其れ】動-名(1)1 あなたに

にほん-め【日本】-【目】名-名(1)1 そむける

なる-どうぞ【為る】-【何うぞ】動-副(1)1 悪く

にもつ-ある【荷物】-【有る】名-動(1)1 ●

なる-どこか【為る】-【何処か】動-名(1)1 一番鶏が

にゅうす-すぐ【ニュース】-【直ぐ】名-副(1)1 忘れて

なる-ねむる【為る】-【眠る】動-動(1)1 通りを

にる-いる【似る】-【居る】動-動･補(2)1 苦しみ,2 ●

なる-ひろば【為る】-【広場】動-名(1)1 死す

にれ-き【楡】-【木】名-名(1)1 ゆらし

なる-まわる【為る】-【回る】動-動(1)1 ●

にわ【庭】名-●(1)1 ●

なる-ゆく【為る】-【行く】動-動･補(2)1～2 ●

にわ-ひたす【庭】-【浸す】名-動(1)1 Moonlight

なる-わたし【為る】-【私】動-名(2)1 きっと,2 誰？

にんぎょ-なる【人魚】-【為る】名-動(2)1～2 しまいたい

なれる【為れる】動-●(1)1 ●

ぬぎすてる-しゃつ【脱ぎ捨てる】-【シャツ】動-名(1)1 １００
回

なんだか-ゆめ【何だか】-【夢】副-名(1)1 ●
なんでも-て【何でも】-【手】副-名(1)1 入る

ぬく-おきゃく【抜く】-【御客】動-名(1)1 みんな

なんとなく-ぼやける【何と無く】-【ぼやける】副-動(1)1 イる・

ぬく-はしる【抜く】-【走る】動-動(1)1 ●
ぬくもり-なく【温り】-【泣く】名-動(1)1 なる

補

ぬけだす-いっしょに【抜け出す】-【一緒に】動-副(2)1～2 暮

なんばあ【(スタンダード)ナンバー】名-＊(1)1 ○

らそう

なんばあ【(スタンダード)ナンバー】名-名-●(1)1 ●

ぬけだす-わたし【抜け出す】-【私】動-名(3)1～3 いっしょに

にあう-あの【似合う】-【彼の】動-連体(1)1 ひとたち
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ぬける-いそぐ【抜ける】-【急ぐ】動-動(1)1 ●

のぞく-みる【覗く】-【見る】動-動･補(1)1 ●

ぬける-ひさしぶりだ【抜ける】-【久し振りだ】動-形動(1)1 集

のぞみ-こばこ【望み】-【小箱】名-名(1)1 入れて

った

のぞむ-すてる【望む】-【捨てる】動-動(1)1 夢

ぬらす【濡らす】動-●(1)1 ●

のぞむ-ただ【望む】-【唯】動-副(1)1 ひとつ

ぬれる-かみ【濡れる】-【髪】動-名(2)1～2 灼けた

のっくする【ノックする】動-●(1)1 ●

ねえ-げんきだ【ねえ】-【元気だ】感-形動(2)1～2 いるの・補

のどかだ-となりまち【長閑だ】-【隣り町】形動-名(1)1 私は

ねえ-さっき【ねえ】-【先】感-副(1)1 思いついた

のど-とける【喉】-【溶ける】名-動(1)1 つややかな

ねおん-あおい【ネオン】-【青い】名-形(1)1 青い

のばす-catch【伸ばす】-【catch】動-動(3)1～3 me!

ねおん-かげ【ネオン】-【影】名-名(1)1 渦は

のばす-らじお【伸ばす】-【ラジオ】動-名(1)1 つけましょうか

ねおん-せいざ【ネオン】-【星座】名-名(1)1 色

のぼりだす-まえ【上り出す】-【前】動-名(1)1 ●

ねおん-てらす【ネオン】-【照らす】名-動(1)1 踊って

のみほす-みな【飲み干す】-【皆】動-名(1)1 街角の

ねが【ネガ】名-●(1)1 ●

のむ-さようなら【飲む】-【左様なら】動-感(1)1 云う

ねがいごと-かなう【願い事】-【叶う】名-動(1)1 なったら

のりこす-やすみ【乗り越す】-【休み】動-名(1)1 して

ねがい-ゆるす【願い】-【許す】名-動(2)1 まだ,2 ●

のりつぐ【乗り継ぐ】動-●(1)1 ●

ねがお-てらす【寝顔】-【照らす】名-動(1)1 ゆらめく

のる【乗る】動-●(4)1～4 ●

ねこぜ-なる【猫背】-【為る】名-動(1)1 ●

のる-いつか【乗る】-【何時か】動-副(2)1～2 離れて

ねだる-ゆく【強請る】-【行く】動-動(1)1 もう

のる-とぶ【乗る】-【飛ぶ】動-動・補(1)1 来た・補

ね-ふたり【音】-【二人】名-名(1)1 みちびくの

のる-のぞく【乗る】-【覗く】動-動(1)1 歓声が

ねぼう-できる【寝坊】-【出来る】名-動(1)1 休みの

のる-はやびけ【乗る】-【早引け】動-名(1)1 したい

ねむい-たくしい【眠い】-【タクシー】形-名(1)1 ●

のる-ぽすと【乗る】-【ポスト】動-名(1)1 舞い降りた

ねむい-まぶた【眠い】-【瞼】形-名(1)1 はれて

ぱあてぃい-ばん【パーティー】-【晩】名-名(1)1 on Saturday

ねむりぐすり-つめたい【眠り薬】-【冷たい】名-形(2)1 水が,2

ぱあてぃい-もう【パーティー】-【もう】名-副(1)1 すぐ
はあと【ハート】名-＊(1)1＊

水と
ねむる【眠る】動-●(1)1 ●

はあと【ハート】名-●(1)1 ●

ねむる-あいどる【眠る】-【アイドル】動-名(1)1 みんな

はあと-しまう【ハート】-【仕舞う】名-動(1)1 輝き

ねむる-いる【眠る】-【居る】動-動･補(1)1 あいだに

ぱあとなあ【パートナー】名-●(1)1 ●

ねむる-とおり【眠る】-【通り】動-名(1)1 響かせ

はあとぶれいく【ハートブレイク】名-●(1)1 ●

ねむる-ひと【眠る】-【人】動-名(1)1 いるのも

はあと-もう【ハート】-【もう】名-副(4)1～4 つぶやかない

ねらう-Thursday【狙う】-【Thursday】動-名(1)1 ほかの

はいうぇい-みなと【ハイウェイ】-【港】名-名(1)1 煌いて

ねる-いる【寝る】-【居る】動-動･補(1)1 だめ

はいきょ-まちなみ【廃虚】-【町並み】名-名(1)1 歩いて

のこす【残す】動-●(2)1～2 ●

ばいくびより【バイク日和】名-●(1)1 ●

のこす-おなじ【残す】-【同じ】動-形動(1)1 夜は

はいだ-きぶん【high だ】-【気分】形動-名(2)1 させるよ,2 な
ろうよ

のこす-さようなら【残す】-【左様なら】動-感(1)1 ●
のこす-ゆく【残す】-【行く】動-動･補(2)1 声,2 全てを

ぱいなっぷる-いる【パイナップル】-【居る】名-動･補(3)1～3 ●

のこる-かいてんどあ【残る】-【回転ドア】動-名(1)1 少し

はいる-き【入る】-【気】動-名(1)1 する

のこる-こどく【残る】-【孤独】動-名(1)1 忘れるほどに

ぱいろっと-せんとうき【パイロット】-【戦闘機】名-名(1)1 密
林に

のこる-はうら【残る】-【葉裏】動-名(1)1 そよぎを
のせる-すりる【乗せる】-【スリル】動-名(1)1 淋しさ

はうら-そよぎ【葉裏】-【戦ぎ】名-名(1)1 ながめて

のせる-たび【乗せる】-【旅】動-名(1)1 終わる

ばうんど-ぎゃっぷ【バウンド】-【ギャップ】名-名(1)1 跳び越
え

のせる-てのひら【乗せる】-【手の平】動-名(1)1 集める
のせる-ふね【乗せる】-【船】動-名(1)1 東へと

ばかだ-むすめ【馬鹿だ】-【娘】形動-名(1)1 はしゃいで

のせる-ほし【乗せる】-【星】動-名(1)1 涼しげに

はかない【儚い】形-●(1)1 ●

のせる-みみもと【乗せる】-【耳元】動-名(1)1 ささやくわ

はかない-たね【儚い】-【種】形-名(1)1 愛は

のせる-ゆく【乗せる】-【行く】動-動･補(2)1 ドアが,2 眠たい

はかない-なつ【儚い】-【夏】形-名(1)1 過ぎて

のぞく【覗く】動-●(1)1 ●

はかない-にっこうしゃしん【儚い】-【日光写真】形-名(1)1 せ
つない

のぞく-かんせい【覗く】-【歓声】動-名(1)1 舞い上がる
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はかる【計る】動-●(1)1 ●

ばしょ【場所】名-●(2)1～2 ●

ばかんすどき-まち【バカンス時】-【町】名-名(1)1 いい

ばしょ-ひとり【場所】-【一人】名-名(1)1 行かないと→ゆく

はきだす-わたし【吐き出す】-【私】動-名(1)1 残す

ばしょ-ほら【場所】-【ほら】名-感(1)1 指させる

はく-こと【履く】-【事】動-名(1)1 ●

はしりぬける-しょうねん【走り抜ける】-【少年】動-名(1)1 戦

はぐれる-きょう【逸れる】-【今日】動-名(1)1 宇宙を

士に

はぐれる-つく【逸れる】-【付く】動-動(1)1 ゆけるわ・補

はしる【走る】動-＊(1)1＊

はげしい-うた【激しい】-【歌】形-名(1)1 好きでした

はしる【走る】動-●(2)1～2 ●

はげしい-かわ【激しい】-【川】形-名(1)1 うず巻いて

はしる-あめ【走る】-【雨】動-名(2)1～2 消えて

はげしい-ふきすさぶ【激しい】-【吹き荒ぶ】形-動(1)1 夜風は

はしる-いる【走る】-【居る】動-動･補(1)1 朝焼けの

はげしい-まいとぶ【激しい】-【舞い飛ぶ】形-動(1)1 妖精たち

はしる-する【走る】-【為る】動-動(2)1～2 いた・補
はしる-ゆく【走る】-【行く】動-動･補(2)1 するけれど,2 どん

が

なに

はげしすぎる-かわき【激し過ぎる】-【渇き】動-名(2)1 あなた

はず【筈】名-●(1)1 ●

となら,2 激しすぎる
ばけつ-つき【バケツ】-【月】名-名(1)1 映して

はず-ない【筈】-【無い】名-形(1)1 あなたの

はげる-ぼおと【剥げる】-【ボート】動-名(1)1 浸し

ばす-なつかしい【バス】-【懐かしい】名･車-形(1)1 街へ

はこにわ【箱庭】名-●(1)1 ●

ばたあ-かおり【バター】-【香り】名-名(1)1 流れ来る

はこぶ【運ぶ】動－＊(2)1～2 ○

はだし-なる【裸足】-【為る】名-動(2)1～2 愛へ

はこぶ【運ぶ】動-●(4)1～4 ●

はだし-わらわせる【裸足】-【笑わせる】名-動(1)1 くれた

はこぶ-くる【運ぶ】-【来る】動-動(1)1 ●

はちがつ-あめ【八月】-【雨】名-名(1)1 私を

はこぶ-くれる【運ぶ】-【呉れる】動-動･補(3)1～2 全てを

はちじ-なる【八時】-【為る】名-動(1)1 サンタが

はこぶ-くれる【運ぶ】-【呉れる】動-動･補(1)3 ●

はちじ-ろっかあ【八時】-【ロッカー】名-名･家具(1)1 袋を

はこぶ-こうちゃ【運ぶ】-【紅茶】動-名(1)1 ゆれて

はち-す【蜂】-【巣】名-名(1)1 なり

はこぶね-かわる【方舟】-【変わる】名-動(1)1 ●

ばっく-やきつける【バック】-【焼き付ける】名-動(1)1 まぶた
の

はこぶ-ふたり【運ぶ】-【二人】動-名(1)1 愛は
はこぶ-ほしい【運ぶ】-【欲しい】動-形･補(2)1～2 ●

はっしゃ-ふえ【発車】-【笛】名-名(1)1 押した

はさむ【挟む】動-●(1)1 ●

はっしんき-おと【発信機】-【音】名-名(1)1 ●

はし-あの【端】-【彼の】名-連体(1)1 人が

ばったり-あう【ばったり】-【会う】副-動(1)1 電話は

はしか【麻疹】名-●(1)1 ●

はてしない-おいかける【果てし無い】-【追い掛ける】形-動(1)1
●

はし-かかる【橋】-【掛かる】名-動(1)1 河口の
はじける-あなた【弾ける】-【貴方】動-名(1)1 二人の

はてしない-かわく【果てし無い】-【乾く】形-動(1)1 草原を

はじける-しんろう【弾ける】-【新郎】動-名(1)1 新婦は

はでずきだ-まま【派手好きだ】-【ママ】形動-名(1)1 別の

はじまり【始まり】名-●(2)1～2 ●

はでだ-くだけちる【派手だ】-【砕け散る】形動-動(2)1～2 き
のうを

はじめて【初めて】副-●(1)1 ●
はじめて-ここ【初めて】-【此処】副-名(1)1 キスした

はでだ-しゃぎい【派手だ】-【シャギー】形動-名(1)1 しいて

はじめて-ことば【初めて】-【言葉】副-名(1)1 交した

はでだ-たあん【派手だ】-【ターン】形動-名(1)1 ころんで

はじめて-さいご【初めて】-【最後】副-名(1)1 チークタイム

はてない-そら【果て無い】-【空】形-名(1)1 ●

はじめて-つれだす【初めて】-【連れ出す】副-動(1)1 くれたの

はとば-つく【波止場】-【着く】名-動(1)1 頃は

はじめて-ひとまえ【初めて】-【人前】副-名(1)1 弾いた

はと-ふしぎだ【鳩】-【不思議だ】名-形動(1)1 果物に

はじめて-ふたり【初めて】-【二人】副-名(1)1 同時に

はと-ほどう【鳩】-【舗道】名-名(1)1 残って

はじめて-ふゆ【初めて】-【冬】副-名(1)1 空を

はな-さきほこる【花】-【咲き誇る】名-動(1)1 かなわぬ

はじめて-みる【初めて】-【見る】副-動(2)1～2 あなたが

はなしかける-ほほえみかえす【話し掛ける】-【微笑み返す】動
-動(1)1 ●

はしゃぎだす-おしゃれする【燥ぎ出す】-【御洒落する】動-動

はなす【離す】動-＊(1)1＊

(1)1 悲しくって
はしゃぐ-あの【燥ぐ】-【彼の】動-連体(1)1 ガレーヂ

はなす【離す】動-●(3)1～3 ●

はしゃぐ-いる【燥ぐ】-【居る】動-動･補(1)1 ●

はなす-かふぇてりあ【話す】-【カフェテリア】動-名(2)1～2 こ
こには

ばしゃ-ゆく【馬車】-【行く】名-動(1)1 スラバヤを
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はなす-しる【話す】-【知る】動-動(1)1 まに

はんたあ-もがく【ハンター】-【もがく】名-動(1)1 宝物

はな-すする【鼻】-【啜る】名-動(1)1 ●

ばんど-あわてる【バンド】-【慌てる】名-動(1)1 起きる

はなす-とおい【話す】-【遠い】動-形(1)1 物語

はんとう-くに【半島】-【国】名-名(1)1 あの

はなす-はなす【離す】-【離す】動-動(1)1 ＊

ぱんぷす-はく【パンプス】-【履く】名-動(1)1 こと

はなす-よい【話す】-【良い】動-形･補(1)1 哀しい

はんぶん-なくす【半分】-【無くす】名-動(1)1 役には

はなす-ろうか【話す】-【廊下】動-名(1)1 見た

ひ【日】名-●(2)1～2 ●

はな-もえる【花】-【燃える】名-動(1)1 ゆれて

ひ-ああ【日】-【嗚呼】名-感(1)1 どこから

はなれかける-こころ【離れ掛ける】-【心】動-名(1)1 ●

ぴあす【ピアス】名-●(3)1～3 ●

はなればなれ-とおい【離れ離れ】-【遠い】名-形(5)1～5 島へ

ぴあの-ふた【ピアノ】-【蓋】名-名(1)1 開けて

はなれる-あるく【離れる】-【歩く】動-動(2)1 熱い,2 ●

ひ-いこく【日】-【異国】名-名(2)1～2 ●

はなれる-いつか【離れる】-【何時か】動-副(1)1 恋を

びいち-ねる【ビーチ】-【寝る】名-動(1)1 イるだけじゃ・補

はなれる-いる【離れる】-【居る】動-動･補(2)1 離れて,2 腕の

びいち-ゆうひ【ビーチ】-【夕日】名-名(1)1 見れば

はなれる-おもいで【離れる】-【思い出】動-名(2)1～2 手を

びいむ-なる【ビーム】-【為る】名-動(2)1～2 ●

はなれる-ずっと【離れる】-【ずっと】動-副(1)1 元気で

ひ-いれる【火】-【入れる】名-動(1)1 ひとりの

はなれる-とおい【離れる】-【遠い】動-形(1)1 離れても

ひえる-こころ【冷える】-【心】動-名(1)1 なぐさめの

はなれる-ゆく【離れる】-【行く】動-動･補(3)1 ゆきずりでも,2

ひ-おちる【日】-【落ちる】名-動(3)1～3 ところ
ひがしがわ-たばこ【東側】-【煙草】名-名(1)1 吸いがら

～3 ●
はね-あげる【跳ね】-【上げる】名-動(2)1 曲った,2 走って

ひがし-きんせい【東】-【金星】名-名･星(1)1 ゆっくりと

ぱのらま-とうきょうたわあ【パノラマ】-【東京タワー】名-名

ひがし-こぐ【東】-【漕ぐ】名-動(1)1 ゆく・補
ひがし-そら【東】-【空】名-名(1)1 流れ

(1)1 ●
はは-あてる【母】-【当てる】名-動(1)1 手紙

ひかり-おどりだす【光】-【踊り出す】名-動(1)1 ●

ぱぱ-はでずきだ【パパ】-【派手好きだ】名-形動(1)1 ママは

ひかり-かげ【光】-【影】名-名(2)1～2 ゆらさずに

ぱふ-しこむ【パフ】-【仕込む】名-動(1)1 アンテナ

ひかり-かれんだ【光】-【可憐だ】名-形動(1)1 咲く

はやい【早い】形-●(2)1～2 ●

ひかり-そら【光】-【空】名-名(1)1 ひくく

はやい-すぎる【早い】-【過ぎる】形-動(1)1 ●

ひかり-にれ【光】-【楡】名-名(1)1 木を

はやい-たべる【早い】-【食べる】形-動(1)1 あなたと

ひかる【光る】動-●(1)1 ●

はやい-はしる【速い】-【走る】形-動(2)1～2 して

ひかる-しぶき【光る】-【飛沫】動-名(1)1 抱かれて

はやい-はやい【早い】-【早い】形-形(3)1 はやく,2 目を,3 ●

ひかる-すいへいせん【光る】-【水平線】動-名(1)1 ●

はやい-はんそで【早い】-【半袖】形-名(1)1 来て

ひ-かんのんざき【日】-【観音崎】名-名･地(1)1 歩道橋に

はやい-め【早い】-【目】形-名(1)1 覚まして

ひきがね-ひく【引き金】-【引く】名-動(1)1 ●

はやい-れっしゃ【速い】-【列車】形-名(1)1 乗り継ぎ

ひ-きんじょ【日】-【近所】名-名(1)1 私を

はやし-くもる【林】-【曇る】名-動(1)1 海に

ひく【引く】動-●(1)1 ●

はやびけ-する【早引け】-【為る】名-動(1)1 そんな

ひく-ああ【引く】-【嗚呼】動-感(5)1～5 ここまで

はらう-ゆるやかだ【払う】-【緩やかだ】動-形動(1)1 冬の

ひくい-とびかう【低い】-【飛び交う】形-動(1)1 いた・補

ぱらだいす【パラダイス】名-●(1)1 ●

ひくい-ならぶ【低い】-【並ぶ】形-動(1)1 ５cm も

ぱらだいす-する【パラダイス】-【為る】名-動(1)1 ●

ひく-みじかい【引く】-【短い】動-形(1)1 曲を

はるかだ-かこ【遥かだ】-【過去】形動-名(3)1～3 今日まで

ひく-めんどう【引く】-【面倒】動-名(1)1 おこらない

はるかだ-さばく【遥かだ】-【砂漠】形動-名(1)1 越えて

ひ-くる【日】-【来る】名-動(1)1 こわかった

はるかだ-しょうり【遥かだ】-【勝利】形動-名(1)1 どれだけ

ひ-くるま【日】-【車】名-名(1)1 止めて

はるかだ-ふもと【遥かだ】-【麓】形動-名(1)1 ●

ひぐれ-どて【日暮れ】-【土手】名-名(1)1 すわり

はる-だいれん【春】-【大連】名-名･地(2)1 ●,2 ＊

ひく-わたし【引く】-【私】動-名(1)1 大切な

ぱれえど-みる【パレード】-【見る】名-動(1)1 腕を

ひげ-ぬく【髭】-【抜く】名-動(1)1 お客は

はれる-いる【腫れる】-【居る】動-動･補(1)1 ●

ひこうき-おる【飛行機】-【折る】名-動(1)1 みる・補

ぱわあ【パワー】名-●(2)1～2 ●

ひこうき-ない【飛行機】-【無い】名-形･補(1)1 流星じゃ

ばん-Saturday【晩】-【Saturday】名-名(1)1 けんかに

ひ-さいご【日】-【最後】名-名(1)1 バイク日和

はんそで-くる【半袖】-【来る】名-動(1)1 みた・補

ひざし-かげ【日差し】-【影】名-名(1)1 落ちるように
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ひざし-さえぎる【日差し】-【遮る】名-動(1)1 雀

ひとたち-ぱあてぃい【人達】-【パーティー】名-名(1)1 もう

ひさしぶりだ-あつまる【久し振りだ】-【集まる】形動-動(1)1 ●

ひと-たつ【人】-【立つ】名-動(1)1 いた・補

ひざし-まほう【日差し】-【魔法】名-名(1)1 とても

ひと-たび【人】-【旅】名-名(1)1 する

ひじ-あたり【肘】-【辺り】名-名(1)1 つまんで

ひとつ-えすぱあ【一つ】-【エスパー】名-名(2)1～2 パワー

ひしょち-あかり【避暑地】-【明かり】名-名(1)1 ●

ひとつ-こえ【一つ】-【声】名-名(1)1 ●

ひ-せかい【日】-【世界】名-名(4)1～4 変わるよ

ひとつ-それ【一つ】-【其れ】名-名(1)1 真実

ひそかだ-めあて【密かだ】-【目当て】形動-名(1)1 あなたも

ひとつ-それぞれ【一つ】-【其れ其れ】名-名(1)1 月を

ひ-その【日】-【其の】名-連体(1)1 瞳を

ひとつ-できる【一つ】-【出来る】名-動(1)1 いい

ひたい-よせる【額】-【寄せる】名-動(1)1 さよなら

ひとつ-とし【一つ】-【年】名-名(1)1 とり

ひたす-moonlight【浸す】-【moonlight】動-名(1)1 恋の

ひとつ-ひとつ【一つ】-【一つ】名-名(1)1 それぞれ

ひたす-あき【浸す】-【秋】動-名(1)1 夕陽

ひとつぶ-なげる【一粒】-【投げる】名-動(1)1 Ah

ひたす-あの【浸す】-【彼の】動-連体(1)1 ネオンと

ひとつ-ふやす【一つ】-【増やす】名-動(1)1 ことに

ひ-たそがれ【日】-【黄昏】名-名(1)1 ●

ひとつ-もつ【一つ】-【持つ】名-動(1)1 ●

ひ-だんす【日】-【ダンス】名-名(1)1 本物だったね

ひととき-あんこく【一時】-【暗黒】名-名(1)1 包み込めば

ひづけ-いる【日付】-【要る】名-動(1)1 なぜかしら

ひと-とぎれる【人】-【跡切れる】名-動(1)1 声の

ひづけ-まま【日付】-【侭】名-名(1)1 カードを

ひと-とどく【人】-【届く】名-動(3)1～2 潮の,3 ●

ひっこしする-とき【引越しする】-【時】名-名(1)1 気づくでし

ひと-なか【人】-【中】名-名(1)1 なぜか
ひと-ねおん【人】-【ネオン】名-名(1)1 青い

ょう
ひと【人】名-＊(1)1＊

ひと-のこす【人】-【残す】名-動(1)1 いった→ゆく・補

ひと【人】名-●(4)1～4 ●

ひと-はじめて【人】-【初めて】名-副(1)1 ●

ひと-あい【人】-【愛】名-名(1)1 かわりに

ひとばん-どうせ【一晩】-【何うせ】名-副(1)1 チューイングガ
ム

ひと-あいする【人】-【愛する】名-動(1)1 くれる
ひとあし-さき【一足】-【先】名-名(1)1 彼の

ひと-ひっこしする【人】-【引越しする】名-名(1)1 とき

ひと-あなた【人】-【貴方】名-名(2)1 あるように･補,2 冷たい

ひとびと-いそぐ【人々】-【急ぐ】名-動(1)1 また

ひどい-あめ【酷い】-【雨】形-名(1)1 中

ひとびと-ともだち【人々】-【友達】名-名(1)1 呼べた

ひと-いう【人】-【言う】名-動(2)1～2 すぐに

ひとびと-みな【人々】-【皆】名-名(3)1 あなたを,2～3 立ち去
っても

ひどい-つめたい【酷い】-【冷たい】形-形(1)1 ●
ひと-いる【人】-【居る】名-動(3)1 知って,2 わかって,3 ＊

ひとまえ-つめたい【人前】-【冷たい】名-形(1)1 したり

ひと-うわさ【人】-【噂】名-名(1)1 聞ける

ひとまえ-ひく【人前】-【引く】名-動(1)1 短い

ひ-とおい【日】-【遠い】名-形(1)1 街へと

ひと-まだ【人】-【未だ】名-副(1)1 まだ

ひと-おでこ【人】-【御でこ】名-名(1)1 上で

ひとみ-down town boy【瞳】-【down town boy】名-名(3)1～3 未
来を

ひと-かってだ【人】-【勝手だ】名-形動(1)1 淋しいからよ
ひと-きずつける【人】-【傷付ける】名-動(1)1 それさえ

ひとみ-かわせる【瞳】-【交わせる】名-動(1)1 歓ぶ

ひと-くるま【人】-【車】名-名(1)1 出払った

ひと-みな【人】-【皆】名-名(3)1～2 ゴンドラに

ひと-けせる【人】-【消せる】名-動(4)1～4 ●

ひと-みな【人】-【皆】名-名(1)3 海流の

ひと-こと【人】-【事】名-名(1)1 ずっと

ひとみ-ふるえる【瞳】-【震える】名-動(1)1 ラジオを

ひとこと-のこす【一言】-【残す】名-動(1)1 ●

ひとみ-ほそい【瞳】-【細い】名-形(1)1 月が

ひとごみ-およぐ【人込み】-【泳ぐ】名-動(1)1 でくわした

ひとみ-よみとる【瞳】-【読み取る】名-動(1)1 その

ひとごみ-ぬけだす【人込み】-【抜け出す】名-動(2)1～2 いっ

ひとみ-わすれる【瞳】-【忘れる】名-動(1)1 ●
ひとめ-しかたない【一目】-【仕方無い】名-形(1)1 ●

しょに
ひとごみ-まぎれる【人込み】-【紛れる】名-動(1)1 消えるの

ひとめ-だいじだ【人目】-【大事だ】名-形動(1)1 もっと

ひと-さびしい【人】-【寂しい】名-形(1)1 部屋に

ひと-もえつきる【人】-【燃え尽きる】名-動(1)1 思うでしょう

ひと-すぎる【人】-【過ぎる】名-動(1)1 日の

ひと-ゆくさき【人】-【行く先】名-名(1)1 きかない

ひと-すれちがう【人】-【擦れ違う】名-動(1)1 とき

ひとり【一人】名-●(1)1 ●

ひと-それ【人】-【其れ】名-名(1)1 会った

ひとり-あるく【一人】-【歩く】副-動(3)1～3 イるから・補

ひと-たいむ【人】-【タイム】名-名(1)1 おどけて

ひとり-うみ【一人】-【海】副-名(1)1 見て
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ひとり-こころ【一人】-【心】名-名(1)1 扉

ひろい-この【広い】-【此の】形-連体(1)1 世の中に

ひとり-する【一人】-【為る】名-動(1)1 ●

ひ-ろうじん【日】-【老人】名-名(1)1 たたずむ

ひとり-せき【一人】-【席】副-名(1)1 立った

ひろげる-せかい【広げる】-【世界】動-名(2)1～2 抱きしめる

ひとり-ない【一人】-【無い】名-形(1)1 あなた

ひろげる-たつ【広げる】-【立つ】動-動(2)1～2 いる・補

ひとり-ひとり【一人】-【一人】名-名(2)1 ひとり,2 ●

ひろば-しす【広場】-【死す】名-動(1)1 ●

ひとり-ぼおと【一人】-【ボート】名-名(1)1 乗るの

ひ-わかれ【日】-【別れ】名-名(2)1～2 決めたのも

ひとりぼっち-とき【独り法師】-【時】名-名(1)1 きみは

ひ-わたし【日】-【私】名-名(1)1 云った

ひとり-ゆく【一人】-【行く】名-動(1)1 誓って

びんせん-そそぐ【便箋】-【注ぐ】名-動(1)1 陽ざし

ひと-りんかく【人】-【輪郭】名-名(1)1 溶けだして

ふあんだ-あした【不安だ】-【明日】形動-名(3)1 ダブルで,2

ひと-わたし【人】-【私】名-名(1)1 たずねて

～3 笑いとばしても

ひと-わらう【人】-【笑う】名-動(1)1 私に

ふぃず-あわ【フィズ】-【泡】名-名(2)1～2 中で

ひ-なかま【日】-【仲間】名-名(1)1 呼ぶ

ふいだ-おくりもの【不意だ】-【贈り物】形動-名(1)1 木枯らし
に

ひ-なぜ【日】-【何故】名-副(1)1 あわてて
ひなた-かたらう【日向】-【語らう】名-動(1)1 人々は

ふいだ-みうしなう【不意だ】-【見失う】形動-動(1)1 心細さが

ひび【日々】名-●(1)1 ●

ふうじこめる【封じ込める】動-●(1)1 ●

ひび-ある【日々】-【有る】名-動(1)1 どれも

ふう-て【ふう】-【手】感-名(1)1 届きそう

ひび-かれ【日々】-【彼】名-名(1)1 出会う

ふう-ときどき【ふう】-【時々】感-副(1)1 紅く

ひびきだす-よごれる【響き出す】-【汚れる】動-動(1)1 ジープ

ふう-どこ【ふう】-【何処】感-名(1)1 行ったの→ゆく
ふう-なげかける【ふう】-【投げ掛ける】感-動(1)1 とき

は
ひびく-うつむく【響く】-【俯く】動-動(1)1 ランナーが

ふえ-おす【笛】-【押す】名-動(1)1 ●

ひびく-くる【響く】-【来る】動-動(1)1 地下鉄に

ふぉおかす-あなた【フォーカス】-【貴方】名-名(1)1 合って

ひび-なぐさめる【日々】-【慰める】名-動(1)1 ●

ふぉおむ-ゆっくり【フォーム】-【ゆっくり】名-副(1)1 泳いで

ひびわれる-くちびる【罅割れる】-【唇】動-名(1)1 つぶやきは

ふかい-いろ【深い】-【色】形-名(1)1 葡萄酒

ひ-ふたり【日】-【二人】名-名(1)1 ●

ふかい-すう【深い】-【吸う】形-動(2)1～2 ●

ひまつ-もえる【飛沫】-【燃える】名-動(1)1 魂を

ふかす-keep on【吹かす】-【keep on】動-熟･動(3)1～3 truckin’

ひ-まぼろし【日】-【幻】名-名(1)1 見て

ふかまる-よる【深まる】-【夜】動-名(1)1 静寂へ

ひみつだ-あきち【秘密だ】-【空き地】形動-名(1)1 今では

ふかみどり-ぺんき【深緑】-【ペンキ】名-名(1)1 剥げた

ひゃくかい-きざむ【百回】-【刻む】名-動(1)1 媚薬を

ふきすさぶ-よかぜ【吹き荒ぶ】-【夜風】動-名(1)1 あの

びやく-かける【媚薬】-【掛ける】名-動(1)1 ●

ふく-かぜ【吹く】-【風】動-名(3)1～3 中へ

びゃくや-こうや【白夜】-【荒野】名-名(1)1 ＊

ふく-ころ【吹く】-【頃】動-名(1)1 港は

ひ-やける【日】-【焼ける】名-動(1)1 ●

ふく-ひかる【服】-【光る】名-動(1)1 ●

びゅっふぇ-けしき【ビュッフェ】-【景色】名-名(1)1 見に

ふく-ぼんねっと【吹く】-【ボンネット】動-名(1)1 すべって

ひょうが-ゆるやかだ【氷河】-【緩やかだ】名-形動(1)1 幼い

ふく-まち【吹く】-【町】動-名(1)1 いい

びょうき-なまえ【病気】-【名前】名-名(1)1 ﾐｴﾛｼﾞｪｰﾅｽ･ﾛｲｹﾐｱ

ふく-ゆく【吹く】-【行く】動-動･補(2)1 そう,2 ●

ひょうじょう-みる【表情】-【見る】名-動(1)1 ●

ふくらみだす-つぼみ【膨らみ出す】-【蕾】動-名(1)1 ながめて

ひよけ-いす【日除け】-【椅子】名-名(1)1 にぎわう

ふくらむ-うしろすがた【膨らむ】-【後ろ姿】名-名(1)1 波を

ひらく-そこ【開く】-【其処】動-名(1)1 残暑の

ふくろ-かかえる【袋】-【抱える】名-動(1)1 彼女は

ひらく-ぱふ【開く】-【パフ】動-名(1)1 しこんだ

ふこうだ-なる【不幸だ】-【為る】形動-動(1)1 いっしょの

びら-まく【ビラ】-【撒く】名-動(1)1 イたと・補

ふさぎこむ-いる【塞ぎ込む】-【居る】動-動･補(1)1 窓から

ひらめく-よかん【閃く】-【予感】動-名(1)1 立って

ふさぐ【塞ぐ】動-●(1)1 ●

ひらりと-とぶ【ひらりと】-【飛ぶ】副-動(1)1 ゆけ・補

ふさわしい-わたし【相応しい】-【私】形-名(1)1 ないって･補

びる【ビル】名-●(1)1 ●

ふしぎだ-いろ【不思議だ】-【色】形動-名(1)1 ●

びる-けす【ビル】-【消す】名-動(1)1 ゆく・補

ふしぎだ-くだもの【不思議だ】-【果物】形動-名(1)1 埋もれそ
うな

びる-すいこむ【ビル】-【吸い込む】名-動(1)1 ●
びる-たつ【ビル】-【立つ】名-動(1)1 しまった

ふしぎだ-ひと【不思議だ】-【人】形動-名(1)1 はじめて

びる-ゆうひ【ビル】-【夕日】名-名(2)1～2 落ちる

ふしぎだ-みらあ【不思議だ】-【ミラー】形動-名(1)1 のぞく
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ふしぎだ-わあぷ【不思議だ】-【ワープ】形動-名(1)1 くぐる

ふらい-くも【フライ】-【雲】名-名(2)1～2 溶けて

ふた-あける【蓋】-【開ける】名-動(1)1 みる・補

ぶらいんど-すきま【ブラインド】-【隙間】名-名(1)1 空は

ふたり【二人】名-●(1)1 ●

ふりしきる-こなゆき【降り頻る】-【粉雪】動-名(1)1 祝福して

ふたり-holiday【二人】-【holiday】名-名(1)1 こっそり

ぷりずむ-うばいあう【プリズム】-【奪い合う】名-動(1)1 空

ふたり-あい【二人】-【愛】名-名(3)1 誓い合った

ふり-する【振り】-【為る】名-動(2)1 いた・補,2 いる・補

ふたり-あい【二人】-【愛】名-名()2～3 旅して

ふりそそぐ-はちがつ【降り注ぐ】-【八月】動-名(1)1 雨

ふたり-あう【二人】-【合う】名-動(1)1 背が

ふりつづける-いる【振り続ける】-【居る】動-動･補(1)1 人

ふたり-あるく【二人】-【歩く】名-動(1)1 噂が

ふりむく-あの【振り向く】-【彼の】動-連体(1)1 人の

ふたり-いつ【二人】-【何時】名-名(1)1 つきあって

ふりむく-これから【振り向く】-【此れから】動-名(1)1 夕闇を

ふたり-きづく【二人】-【気付く】名-動(1)1 うちに

ふりむく-しばらく【振り向く】-【暫く】動-副(2)1～2 夕闇を

ふたり-きっと【二人】-【急度】名-副(1)1 変わったわ

ふりむく-しまう【振り向く】-【仕舞う】動-動･補(1)1 くせ

ふたり-さいご【二人】-【最後】名-名(2)1～2 話す

ふりむく-すっかり【振り向く】-【すっかり】動-副(1)1 青い

ふたり-しる【二人】-【知る】名-動(1)1 時代

ふりむく-でんわ【振り向く】-【電話】動-名(1)1 鳴り出す

ふたり-たびだつ【二人】-【旅立つ】名-動(1)1 ための

ふりむく-はなれかける【振り向く】-【離れ掛ける】動-動(1)1 心
を

ふたり-ため【二人】-【為】名-名(1)1 グラスを
ふたり-どうじ【二人】-【同時】名-名(1)1 年

ふりょうだ-ふり【不良だ】-【振り】形動-名(2)1～2 して

ふたり-ながれる【二人】-【流れる】名-動(2)1～2 距離と

ふる【振る】動-＊(2)1～2 ○

ふたり-のせる【二人】-【乗せる】名-動(1)1 ゆく・補

ふる【振る】動-●(1)1 ●

ふたり-ほどく【二人】-【解く】名-動(1)1 指先が

ふる-いる【振る】-【居る】動-動･補(1)1 ●

ふたり-みちびく【二人】-【導く】名-動(1)1 音の

ふるい-わごん【古い】-【ワゴン】形-名(1)1 なおして

ふたり-もう【二人】-【もう】名-副(5)1～5 どこにも

ぶるうだ-なる【ブルーだ】-【為る】形動-動(1)1 ●

ふたり-ゆうすずみ【二人】-【夕涼み】名-名(3)1～2 二度と,1 二

ふるえる-みらあ【震える】-【ミラー】動-名(2)1～2 ●
ふるえる-らじお【震える】-【ラジオ】動-名(1)1 つければ

度と,3 哀しすぎる
ふたり-らすと【二人】-【ラスト】名-名(2)1～2 ナンバーへ

ふるさと-りょうしん【古里】-【両親】名-名(1)1 よこす

ふたり-わたれる【二人】-【渡れる】名-動(1)1 ●

ふる-とき【降る】-【時】動-名(1)1 見える

ぶちこむ-つかれる【打ち込む】-【疲れる】動-動(2)1～2 ハー

ふるぼける-こうこく【古ぼける】-【広告】動-名(1)1 ヒコーキ
を

トに
ふと-よびこむ【不図】-【呼び込む】副-動(1)1 虹の

ふる-わたし【振る】-【私】動-名(2)1 みんなは,2 つけこむ

ふなで-さざめき【船出】-【さざめき】名-名(1)1 せつなく

ぷれい-する【プレイ】-【為る】名-動(1)1 さまよう

ふね【船】名-●(2)1～2 ●

ぷれぜんと-うけとる【プレゼント】-【受け取る】名-動(1)1 ほ
しいの･補

ふね-うえ【船】-【上】名-名(1)1 もっと
ふね-つなぐ【船】-【繋ぐ】名-動(3)1～3 旅を

ぷれぜんと-かかえる【プレゼント】-【抱える】名-動(2)1～2 ●

ふね-なほとか【船】-【ナホトカ】名-名(1)1 向けて

ぷれぜんと-とうきょうたわあ【プレゼント】-【東京タワー】名
-名(1)1 ＊

ふね-ひがし【船】-【東】名-名(1)1 漕いで
ふもと【麓】名-●(1)1 ●

ぷれぜんと-もう【プレゼント】-【もう】名-副(1)1 目を

ふもと-あう【麓】-【会う】名-動(1)1 スタート

ぷろ-せんしゅ【プロ】-【選手】名-名(1)1 コーチも

ふもと-たに【麓】-【谷】名-名(1)1 急ぐ

ぷろぽおず【プロポーズ】名-●(1)1 ●

ふやす-こと【増やす】-【事】動-名(1)1 なろうとも

ぷろぽおず-きまぐれだ【プロポーズ】-【気紛れだ】名-形動(1)1
見つめ

ふゆ-あるく【冬】-【歩く】名-動(1)1 なる
ふゆ-こえる【冬】-【越える】名-動(1)1 ゆく・補

ぶろんず-せんれい【ブロンズ】-【洗礼】名-名(1)1 雨を

ふゆごと-とどく【冬ごと】-【届く】名-動(2)1 せつない,2 や

ぺいぶめんと-よふけ【ペイブメント】-【夜更け】名-名(2)1～2
通り雨

さしい
ふゆ-そら【冬】-【空】名-名(1)1 覆った

へいぼん-いやだ【平凡】-【嫌だ】名-形動(1)1 ●

ふゆ-ちかい【冬】-【近い】名-形(1)1 ロンサム･タウン

へこむ-しろい【凹む】-【白い】動-形(1)1 セリカが

ふゆ-ひ【冬】-【日】名-名(1)1 黄昏に

ぺしみすと【ペシミスト】名-●(3)1～3 ●

ふゆ-めぐりくる【冬】-【巡り来る】名-動(1)1 ●

へだてる-みずいろ【隔てる】-【水色】動-名(1)1 セーターが
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べつだ-へや【別だ】-【部屋】形動-名(1)1 暮らして

ほしぞら-ゆうわく【星空】-【誘惑】名-名(2)1～2 ●

べっど-した【ベッド】-【下】名-名(2)1～2 片方

ほし-まち【星】-【町】名-名(1)1 さかさまに

べっど-めざめる【ベッド】-【目覚める】名-動(4)1～4 日から

ほし-みえる【星】-【見える】名-動(4)1～4 時は

へや-あんない【部屋】-【案内】名-名(1)1 ●

ぽすと-まいおりる【ポスト】-【舞い降りる】名-動(1)1 ●

へや-えはがき【部屋】-【絵葉書】名-名(1)1 とどいた

ほそい-つき【細い】-【月】形-名(1)1 um．
．
．

へや-くらす【部屋】-【暮らす】名-動(1)1 いる・補

ほそい-ながい【細い】-【長い】形-形(1)1 カラスの

へや-こおる【部屋】-【凍る】名-動(1)1 街路樹

ほそい-ますと【細い】-【マスト】形-名(2)1～2 鳴らし

へや-たしかだ【部屋】-【確かだ】名-形動(1)1 出たの

ぼでぃ-えがく【ボディ】-【描く】名-動(1)1 ティラノザウルス

へや-どあ【部屋】-【ドア】名-名(2)1～2 開けたら

ほてる【ホテル】名-＊(1)1＊

へや-どよう【部屋】-【土曜】名-名(1)1 朝を

ほてる【ホテル】名-●(1)1 ●

へや-ひどい【部屋】-【酷い】名-形(1)1 雨の

ほてる-にじゅっせいき【ホテル】-【二十世紀】名-名(1)1 楽し
む

へや-わたし【部屋】-【私】名-名(1)1 はじめてよ
べらんだ-おもい【ベランダ】-【思い】名-名(1)1 屋根を

ほてる-まど【ホテル】-【窓】名-名(1)1 ●

ぺんき-はげる【ペンキ】-【剥げる】名-動(1)1 ボートを

ほどうきょう-たつ【歩道橋】-【立つ】名-動(1)1 ●

へんじ-だす【返事】-【出す】名-動(1)1 ●

ほどう-のこる【舗道】-【残る】名-動(1)1 葉裏の

へんじ-つく【返事】-【着く】名-動(2)1～2 遠い

ほどう-よせる【舗道】-【寄せる】名-動(1)1 車の

べんち-ひとり【ベンチ】-【一人】名-副(1)1 海を

ほどく-ゆびさき【解く】-【指先】動-名(1)1 夢で

ほいっする【ホイッスル】名-●(1)1 ●

ほとばしる-すいどう【迸る】-【水道】動-名(1)1 飛沫に

ほいっぷしすぎる-しぼむ【ホイップし過ぎる】-【萎む】動-動

ほのお-ひと【炎】-【人】名-名(4)1～4 消せない
ほのお-もえさかる【炎】-【燃え盛る】名-動(1)1 寝顔を

(2)1～2 恋は
ぼうきゃくれっしゃ-でっき【忘却列車】-【デッキ】名-名(1)1 ●

ほほえみ-うつす【微笑み】-【映す】名-動(2)1 人ごみを,2 ●

ぼうし-でかける【帽子】-【出掛ける】名-動(1)1 ●

ほほえみかえす【微笑み返す】動-●(1)1 ●

ほうほう【方法】名-●(1)1 ●

ほほえみ-むね【微笑み】-【胸】名-名(1)1 痛め

ほう-よい【方】-【良い】名-形(2)1 いたずらに,2 ●

ほほえむ-あの【微笑む】-【彼の】動-連体(1)1 夢へ

ぼおい【ボーイ】名-●(1)1 ●

ほほえむ-ほこらしい【微笑む】-【誇らしい】動-形(1)1 自分が

ほお-つつむ【頬】-【包む】名-動(1)1 くちびるを

ぼやける-いる【ぼやける】-【居る】動-動･補(1)1 あなたの

ぼおと-のる【ボート】-【乗る】名-動(1)1 ●

ぼやける-うみ【ぼやける】-【海】動-名(1)1 中

ぽおとぴあ-おわる【ポートピア】-【終わる】名-動(1)1 ただの

ぼやける-こころ【ぼやける】-【心】動-名(1)1 フォーカスは

ぼおと-ひたす【ボート】-【浸す】名-動(1)1 秋の

ほら-ちゃいむ【ほら】-【チャイム】感-名(2)1～2 鳴らし

ほおむ-はし【(プラット)ホーム】-【端】名-名()1 あの

ほら-ふたり【ほら】-【二人】感-名(1)1 歩けば

ほおむ-ふゆ【(プラット)ホーム】-【冬】名-名()1 冬

ほら-ゆびさせる【ほら】-【指差せる】感-動(1)1 ハイウェイも

ぼおる-きえる【ボール】-【消える】名･運動具-動(2)1～2 今日

ほんきだ-あいする【本気だ】-【愛する】形動-動(1)1 あの

ぼおる-ほこり【ボール】-【埃り】名･運動具-名(1)1 中の

ほんきだ-おこる【本気だ】-【怒る】形動-動(1)1 不思議な

ほか-なに【他】-【何】名-名(1)1 ひとつ

ほんとう-あう【本当】-【会う】名-動(1)1 行かないわ→ゆく

ほか-むすめたち【他】-【娘達】名-名(1)1 気が

ほんとう-きんいろ【本当】-【金色】名-名(1)1 エンピツ削りな
の

ぼく-まえ【僕】-【前】名-名(1)1 おかしかったのさ

ほんとう-さびしい【本当】-【寂しい】名-形(2)1～2 Down Town

ぼく-まつ【僕】-【待つ】名-動(1)1 人が

Boy

ぽけっと-て【ポケット】-【手】名-名(2)1～2 つなぎ

ほんとう-さんたくろおす【本当】-【サンタクロース】名-名(5)1

ほこらしい-じぶん【誇らしい】-【自分】形-名(1)1 見える

～2 プレゼントを

ほこり-なか【埃り】-【中】名-名(1)1 日食
ほしい【欲しい】形･補-●(4)1～4 ●

ほんとうだ-こと【本当だ】-【事】形動-名(1)1 云えば

ほしい-ない【欲しい】-【無い】形･補-形･補(3)1 あの,2～3 ●

ほんとうだ-こどく【本当だ】-【孤独】形動-名(1)1 今まで

ほし-かがやき【星】-【輝き】名-名(1)1 今は

ほんとう-ほんとう【本当】-【本当】名-名(1)1 会いに

ほしかげ-うすれゆく【星影】-【薄れ行く】名-動(1)1 時刻

ぼんねっと-すべる【ボンネット】-【滑る】名-動(1)1 行った→
ゆく・補

ほしくず-こぼれる【星屑】-【零れる】名-動(2)1～2 夜

ほんの-きまぐれだ【本の】-【気紛れだ】連体-形動(1)1 ●

ほし-すずしげだ【星】-【涼しげだ】名-形動(1)1 輝いて
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ほんもの【本物】名-●(1)1 ●

まだ-まだ【未だ】-【未だ】副-副(1)1 帰れない

ぼんやり-すもっぐ【ぼんやり】-【スモッグ】副-名(1)1 中に

まち【町】名-●(1)1 ●

まいあがる【舞い上がる】動-●(1)1 ●

まち-あう【町】-【会う】名-動(1)1 私は

まいおりる【舞い降りる】動-●(1)1 ●

まち-あざやかだ【町】-【鮮やかだ】名-形動(1)1 光

まいたつ【舞い立つ】動-●(1)1 ●

まち-あるく【町】-【歩く】名-動(1)1 想い出と

まいとぶ-びいむ【舞い飛ぶ】-【ビーム】動-名(2)1～2 なりた

まち-うぃんたあせえる【町】-【ウィンターセール】名-名(2)1

い

～2 黄昏

まいとぶ-ようせいたち【舞い飛ぶ】-【妖精たち】動-名(1)1 前

まち-うつる【町】-【映る】名-動(1)1 涙は

を

まち-おと【町】-【音】名-名(1)1 する

まいにち【毎日】名-●(1)1 ●

まち-かえる【町】-【帰る】名-動(1)1 やきもちは

まいばん-どなる【毎晩】-【怒鳴る】名-動(1)1 楽器の

まち-かお【町】-【顔】名-名(1)1 合わせ

まう-くる【舞う】-【来る】動-動･補(1)1 とき

まち-かぜ【町】-【風】名-名(1)1 のどかな

まう-こんな【舞う】-【此んな】動-連体(1)1 日だから

まちかど-ぺしみすと【町角】-【ペシミスト】名-名(3)1～3 ●

まう-みち【舞う】-【道】動-名(1)1 わきに

まち-きえる【町】-【消える】名-動(1)1 ●

まえ【前】名-●(3)1～3 ●

ま-ちぎれる【間】-【千切れる】名-動(1)1 ゆく・補

まえ-あなた【前】-【貴方】名-名(1)1 話しましょう

まち-くる【町】-【来る】名-動(3)1～3 ●

まえ-あるく【前】-【歩く】名-動(1)1 ユく・補

まち-けむる【町】-【煙る】名-動(1)1 消えるの

まえ-おかしい【前】-【可笑しい】名-形(1)1 ●

まち-こいしさ【町】-【恋しさ】名-名(1)1 瞳が

まえ-すがた【前】-【姿】名-名(1)1 消した

まち-さかさまだ【町】-【逆様だ】名-形動(1)1 映って

まえ-ゆく【前】-【行く】名-動(1)1 あなたの

まち-さんた【町】-【サンタ】名-名(1)1 つれて

まえ-わたし【前】-【私】名-名(3)1～3 いっしょに

まちじゅう-とまる【町中】-【止まる】名-動(1)1 しまえば

まかせる【任せる】動-●(2)1～2 ●

まちどおしい【待ち遠しい】形-●(1)1 ●

まがる-ばす【曲る】-【バス】動-名･車(1)1 なつかしい

まちどおしい-にちようび【待ち遠しい】-【日曜日】形-名(1)1 ●

まきちらす【撒き散らす】動-＊(1)1＊

まち-ともしび【町】-【灯火】名-名(1)1 Wow

まきちらす【撒き散らす】動-●(2)1～2 ●

まちなみ-あるく【町並み】-【歩く】名-動(1)1 いたの・補

まぎれる-きえる【紛れる】-【消える】動-動(1)1 ●

まち-はなれる【町】-【離れる】名-動(1)1 ゆくばかり・補

まく-いる【撒く】-【居る】動-動･補(1)1 笑う

まち-やがて【町】-【軈て】名-副(1)1 新しい

まく-ない【幕】-【無い】名-形(1)1 ●

まち-よい【町】-【良い】名-形(3)1～3 ●

まくら-ぬらす【枕】-【濡らす】名-動(1)1 ●

まち-らいと【町】-【ライト＜光＞】名-名(1)1 浴びて

まざる-いる【混ざる】-【居る】動-動･補(1)1 ●

まち-わたし【町】-【私】名-名(1)1 流れて

まじめだ-きく【真面目だ】-【聞く】形動-動(2)1～2 ●

まち-わんだあらんど【町】-【ワンダーランド】名-名(2)1～2 微
笑み

ますと-ならす【マスト】-【鳴らす】名-動(2)1～2 海流に

まつ-いる【待つ】-【居る】動-動･補(2)1 プロポーズ,2 気が

まぜる-じゅもん【混ぜる】-【呪文】動-名(1)1 唱える
まだ-Bombay【未だ】-【Bombay】副-名･地(1)1 向う

まつ-くれる【待つ】-【呉れる】動-動･補(1)1 なんだって

まだ-あいする【未だ】-【愛する】副-動(1)1 イる・補

まつ-はやし【松】-【林】名-名(1)1 曇った

まだ-ある【未だ】-【有る】副-動(1)1 ●

まつ-ひと【待つ】-【人】動-名(2)1 いるって,2 ●

また-いつか【又】-【何時か】副-副(1)1 ●

まつ-みる【待つ】-【見る】動-動･補(1)1 ●

まだ-かえれる【未だ】-【帰れる】副-動(1)1 私の

まど【窓】名-●(1)1 ●

またがる-てむず【跨がる】-【テムズ】動-名･地(1)1 渡る

まど-あける【窓】-【開ける】名-動(3)1 息が,2～3 風を

まだ-かれ【未だ】-【彼】副-名(1)1 ことを

まどぎわ-ろうふうふ【窓際】-【老夫婦】名-名(1)1 ふくらみだ
した

まだ-きせつ【未だ】-【季節】副-名(1)1 浅く
また-しろい【又】-【白い】副-形(1)1 ビルに

まど-すきま【窓】-【隙間】名-名(1)1 ●

まだ-すっぱい【未だ】-【酸っぱい】副-形(3)1～3 パイナップ

まど-たたく【窓】-【叩く】名-動(1)1 風の
まど-ひたい【窓】-【額】名-名(1)1 よせ

ルで
まだ-する【未だ】-【為る】副-動(1)1 ない･補

まどべ-はこぶ【窓辺】-【運ぶ】名-動(1)1 紅茶が

また-つぎ【又】-【次】副-名(1)1 シーズンを

まど-みる【窓】-【見る】名-動(1)1 ●
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まともだ-きく【真面だ】-【聞く】形動-動(1)1 人は

みえる-あかるい【見える】-【明るい】動-形(1)1 場所へ

まど-よかぜ【窓】-【夜風】名-名(1)1 送って

みえる-いる【見える】-【居る】動-動･補(1)1 ●

まなつ-かいがん【真夏】-【海岸】名-名(1)1 ばったり

みえる-こっち【見える】-【此方】動-名(1)1 ブルーに

まなつ-かげ【真夏】-【影】名-名(1)1 深緑に

みえる-さびれる【見える】-【寂れる】動-動(1)1 この

ま-ねこぜ【間】-【猫背】名-名(1)1 なるの

みえる-とき【見える】-【時】動-名(4)1～4 止まり

まぶしい-あなた【眩しい】-【貴方】形-名(1)1 立って

みえろじええなすろいけみあ-としょかん【ﾐｴﾛｼﾞｪｰﾅｽ･ﾛｲｹﾐｱ】-

まぶしい-くさやきゅう【眩しい】-【草野球】形-名(2)1 ●,2 ＊

【図書館】名･病-名(1)1 いすは

まぶしい-ごご【眩しい】-【午後】形-名(1)1 街が

みおろす-かいと【見下ろす】-【カイト】動-名･凧(1)1 なりた

まぶしい-まち【眩しい】-【町】形-名(2)1～2 ワンダーランド

い

まぶしすぎる-なさけない【眩し過ぎる】-【情け無い】動-形(1)1

みがく-それ【磨く】-【其れ】動-名(1)1 素敵な
みがく-るうふ【磨く】-【ルーフ】動-名(1)1 金の

顔に
まぶた-いたい【瞼】-【痛い】名-形(1)1 白い

みかける-よる【見掛ける】-【夜】動-名(1)1 ダウンタウンで

まぶた-おく【瞼】-【奥】名-名(3)1～2 立って,3 ●

み-さらす【身】-【晒す】名-動(1)1 ●

まぶた-はれる【瞼】-【腫れる】名-動(1)1 いる・補

みじかい【短い】形-●(1)1 ●

まふゆ-てんぼうだい【真冬】-【展望台】名-名(1)1 ●

みじかい-きょく【短い】-【曲】形-名(1)1 覚えて

まほう-とても【魔法】-【迚も】名-副(1)1 はかないね

みじかすぎる-いのち【短か過ぎる】-【命】動-名(4)1～2 愛の

まぼろし-みる【幻】-【見る】名-動(1)1 いたの・補

みじかすぎる-いのち【短か過ぎる】-【命】動-名(1)3～4 短か
すぎる

まま【侭】名-＊(2)1～2＊
まま【侭】名-●(1)1 ●

みじめだ-うわさ【惨めだ】-【噂】形動-名(1)1 届かないように

まま-hurry up【侭】-【hurry up】名-熟･動(3)1 今は

みす･ろんりい-あかすぎる【ミス･ロンリー】-【赤過ぎる】名･
人-動(1)1 口紅と

まま-hurry up【侭】-【hurry up】名-熟･動()2～3 とても

みす･ろんりい-ごじゅうねんまえ
【ミス･ロンリー】
【五十年前】
-

まま-かあど【侭】-【カード】名-名(1)1 書く

名･人-名(1)1 日付の

まま-べつだ【ママ】-【別だ】名-形動(1)1 部屋で

みす･ろんりい-ちょうし【ミス･ロンリー】-【調子】名･人-名(1)1

まま-わがままだ【侭】-【我が侭だ】名-形動(1)1 涙に

狂った

まもる-あげる【守る】-【上げる】動-動･補(5)1～3 あなたを,4

みす･ろんりい-みのうえばなし【ミス･ロンリー】-【身の上話】

他には,5 ＊

名･人-名(1)1 まともに

まよう-さいん【迷う】-【サイン】動-名(1)1 ●
まよう-どこか【迷う】-【何処か】動-名(1)1 捨てた

みずいろ-せえたあ【水色】-【セーター】名-名(1)1 うるんで

まよう-よい【迷う】-【良い】動-形･補(1)1 Hippy

みずしぶき-わすれかける【水飛沫】-【忘れ掛ける】名-動(1)1 イ
た・補

まりょく-あたえる【魔力】-【与える】名-動(2)1 もう,2 ＊
まるい-まど【丸い】-【窓】形-名(1)1 額

みすていく【ミステイク】名-●(1)1 ●

まるで-でんこうせっか【丸で】-【電光石火】副-名(2)1 ルシア

みず-のど【水】-【喉】名-名(1)1 溶ければ
みず-はこぶ【水】-【運ぶ】名-動(1)1 来る・補

ン･ルーレット,2 結婚ルーレット
まわす-そと【回す】-【外】動-名(1)1 空気が

みずまきする-はしゃぐ【水撒きする】-【燥ぐ】動-動(1)1 あの

まわす-ゆび【回す】-【指】動-名(1)1 力とは

みせ-あかり【店】-【明かり】名-名(1)1 ●

まわりじゅう-きずつける【周り中】-【傷付ける】名-動(1)1 会

みせ-かど【店】-【角】名-名(1)1 あなたが
みせ-さびれる【店】-【寂れる】名-動(1)1 ひと足

いたかった

みせどき-かんじんだ【見せ時】-【肝心だ】名-形動(2)1～2 今

まわりじゅう-ぼやける【周り中】-【ぼやける】名-動(1)1 海の

は

まわる【回る】動-●(1)1 ●
まんいん-やこう【満員】-【夜行】名-名(1)1 on Tuesday

みせ-ない【店】-【無い】名-形(1)1 それでも

まんげきょう【万華鏡】名-●(1)1 ●

みせ-なまえ【店】-【名前】名-名(1)1 “カバナ”

まんてん-ぎんが【満天】-【銀河】名-名･星(1)1 埋ずもれて

みせる【見せる】動-●(1)1 ●

みうしなう-こころぼそさ【見失う】-【心細さ】動-名(1)1 あな

みせる【見せる】動･補-●(2)1～2 ●
みせる-くる【見せる】-【来る】動-動(2)1～2 ●

たへの
みえがくれ-いま【見え隠れ】-【今】名-名(1)1 たずねれば

みせる-ふかまる【見せる】-【深まる】動-動(1)1 夜の

みえる【見える】動-●(4)1～4 ●

みち-ちかく【道】-【近く】名-名(1)1 来て
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みちびく【導く】動-●(1)1 ●

みのうえばなし-まともだ【身の上話】-【真面だ】名-形動(1)1 き

みちびく-おと【導く】-【音】動-名(1)1 ない

く

みちびく-ゆく【導く】-【行く】動-動･補(1)1 ●

みのうえ-はなす【身の上】-【話す】名-動(1)1 いいさ

みち-ゆく【道】-【行く】名-動(1)1 人と

み-まかせる【身】-【任せる】名-動(2)1～2 ●

みち-わき【道】-【脇】名-名(1)1 小さな

みみ-きる【耳】-【切る】名-動(1)1 ああ

みつける【見付ける】動-●(5)1～5 ●

みみもと-ささやく【耳元】-【囁く】名-動(1)1 私は

みつける-nothing【見付ける】-【nothing】動-名(1)1 more

みみ-よせる【耳】-【寄せる】名-動(1)1 ●

みつける-あなた【見付ける】-【貴方】動-名(1)1 私に

みらあ【ミラー】名-●(2)1～2 ●

みつける-きっと【見付ける】-【急度】動-副(1)1 戻って

みらあ-なく【ミラー】-【泣く】名-動(1)1 小さく

みつける-こころ【見付ける】-【心】動-名(1)1 中の

みらあ-のぞく【ミラー】-【覗く】名-動(1)1 ●

みつける-こむ【見付ける】-【混む】動-動(1)1 レストラン

みらい-せいざ【未来】-【星座】名-名(2)1～2 越えるから

みつける-でんせつ【見付ける】-【伝説】動-名(5)1～5 国

みらい-ゆめ【未来】-【夢】名-名(3)1～3 見て

みつける-ながれぼし【見付ける】-【流れ星】動-名(1)1 ●

みる【見る】動-●(5)1～5 ●

みつめあう-しょくじ【見詰め合う】-【食事】動-名(1)1 できる

みる-あなた【見る】-【貴方】動-名(2)1～2 眩しい

みつめる-いる【見詰める】-【居る】動-動･補(2)1～2 ●

みる-いる【見る】-【居る】動-動･補(11)1 Kobe girl,2 ホテル
の,3 舟出の,4 やがて,5～11 ●

みつめる-くせ【見詰める】-【癖】動-名(1)1 ●
みつめる-そして【見詰める】-【然して】動-接(1)1 離れて

みる-うで【見る】-【腕】動-名(1)1 くみ

みつりん-くだける【密林】-【砕ける】名-動(1)1 紅く

みる-くも【見る】-【雲】動-名(1)1 馬の

みとどける【見届ける】動-●(1)1 ●

みる-さけぶ【見る】-【叫ぶ】動･補-動(1)1 風に

みな-hum【皆】-【hum】名-感(1)1 ●

みる-さびれる【見る】-【寂れる】動-動(1)1 この

みな-あなた【皆】-【貴方】名-名(1)1 忘れても

みる-そら【見る】-【空】動･補-名(1)1 しばらく

みな-いう【皆】-【言う】名-動(1)1 通り

みる-たかだい【見る】-【高台】動･補-名(1)1 部屋の

みな-いそぎあし【皆】-【急ぎ足】名-名(1)1 ●

みる-はじめて【見る】-【初めて】動･補-副(1)1 人前で

みな-おなじ【皆】-【同じ】名-形動(1)1 昔の

みる-はとば【見る】-【波止場】動-名(1)1 着く

みな-かいりゅう【皆】-【海流】名-名(1)1 中の

みる-ひとり【見る】-【一人】動-副(1)1 席を

みな-きづかう【皆】-【気遣う】名-動(1)1 もう

みる-ふたり【見る】-【二人】動-名(1)1 Holiday

みな-けっして【皆】-【決して】名-副(1)1 ここを

みる-むかし【見る】-【昔】動･補-名(1)1 恋を

みな-ここ【皆】-【此処】名-名(3)1～3 来て

みる-むね【見る】-【胸】動-名(1)1 奥の

みな-ごんどら【皆】-【ゴンドラ】名-名(2)1～2 乗り

みる-れでぃ【見る】-【レディ】動-名(1)1 かつらの

みな-しあわせだ【皆】-【幸せだ】名-形動(1)1 片づいて

むかいがわ-ほおむ【向かい側】-【(プラット)ホーム】名-名(1)1
端に

みな-しる【皆】-【知る】名-動(1)1 変わりはじめた
みな-すたじお【皆】-【スタジオ】名-名(1)1 別れる

むかう-しろい【向かう】-【白い】動-形(1)1 髪を

みな-たちさる【皆】-【立ち去る】名-動(2)1～2 私

むかえ-でる【迎え】-【出る】名-動(1)1 田舎の

みなと-きらめく【港】-【煌めく】名-動(1)1 ●

むかえる-こと【迎える】-【事】動-名(1)1 ある

みなと-くれなずむ【港】-【暮れ泥む】名-動(1)1 ●

むかし【昔】名-●(1)1 ●

みな-まちかど【皆】-【町角】名-名(3)1～3 ペシミスト

むかし-あどれすちょう【昔】-【アドレス帳】名-名(1)1 愛を

みなも-おとす【水面】-【落とす】名-動(1)1 ●

むかし-えがお【昔】-【笑顔】名-名(1)1 もう

みな-もちさる【皆】-【持ち去る】副-動(2)1～2 あなたが

むかし-おいこす【昔】-【追い越す】名-動(1)1 抜かれたり

みなも-まぶしすぎる【水面】-【眩し過ぎる】名-動(1)1 なさけ

むかし-おなじ【昔】-【同じ】名-形動(1)1 眩しい
むかし-かれ【昔】-【彼】名-名(2)1～2 会うのなら

ない
みな-ゆめ【皆】-【夢】副-名(1)1 云える

むかし-こい【昔】-【恋】名-名(1)1 さりげなく

みな-よあかしする【皆】-【夜明かしする】名-動(1)1 ●

むかし-となり【昔】-【隣り】名-名(1)1 おしゃれな

みな-よう【皆】-【酔う】名-動(1)1 さわいで

むかし-ともだち【昔】-【友達】名-名(2)1 云わなくても,2 今

みな-ようきだ【皆】-【陽気だ】名-形動(1)1 ガールフレンド

むかし-もどる【昔】-【戻る】名-動(1)1 みんなに

みな-わらう【皆】-【笑う】名-動(1)1 ●

むかし-やさしすぎる【昔】-【優し過ぎる】名-動(1)1 許してば
かりじゃ

みね-ゆくて【峰】-【行く手】名-名(1)1 そびえ立つ
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むかし-わらいころげる【昔】-【笑い転げる】名-動(1)1 ●

めざす【目指す】動-●(1)1 ●

むきあう-ほとばしる【向き合う】-【迸る】動-動(1)1 水道の

めざす-さかな【目指す】-【魚】動-名(1)1 帰るように

むく-あの【剥く】-【彼の】動-連体(1)1 ディスコ

めざす-ゆく【目指す】-【行く】動-動(3)1～3 大陸横断

むける-とおざかる【向ける】-【遠ざかる】動-動(1)1 さざ波

め-さます【目】-【覚ます】名-動(1)1 すぐに

むこうぎし【向こう岸】名-●(1)1 ●

めざめる-ひ【目覚める】-【日】動-名(4)1～4 世界が

むこうぎし-ふたり【向こう岸】-【二人】名-名(1)1 渡れずに

めざめる-よあけ【目覚める】-【夜明け】動-名(1)1 薄明かり

むこう-にし【向こう】-【西】名-名(1)1 めざして

め-そむける【目】-【背ける】名-動(1)1 ●

むすめ-おどろく【娘】-【驚く】名-動(1)1 ●

め-そらす【目】-【逸らす】名-動(3)1～3 Watch

むすめ-けっこんする【娘】-【結婚する】名-動(1)1 ときには

め-ちょうちょう【目】-【蝶々】名-名(1)1 運ばれるように

むすめたち-き【娘達】-【気】名-名(1)1 気じゃ

め-つむる【目】-【瞑る】名-名(1)1 つれて

むすめたち-やがて【娘達】-【軈て】名-副(1)1 踊りすぎた

め-とじる【目】-【閉じる】名-動(4)1 寄りそって,2 枯れた,3

むすめ-て【娘】-【手】名-名(1)1 負えずに

～4 答えて

むすめ-なげる【娘】-【投げる】名-動(1)1 それは

めも-いすらえる【メモ】-【イスラエル】名-名･国(1)1 文字

むすめ-はしゃぐ【娘】-【燥ぐ】名-動(1)1 いたかった・補

めもりい-やるせない【メモリー】-【遣る瀬無い】名-形(1)1 メ

むせる-すいこむ【噎せる】-【吸い込む】動-動(1)1 ●

ロディー

むせる-だきしめる【噎せる】-【抱き締める】動-動(1)1 ●

めれんげ【メレンゲ】名･クリーム-●(2)1～2 ●

むちゅうだ-きせつ【夢中だ】-【季節】形動-名(1)1 ●

めろでぃい-はあと【メロディー】-【ハート】名-名(1)1 もう

むちゅうだ-させる【夢中だ】-【させる】形動-動(1)1 もの

めんどう-おこる【面倒】-【起こる】名-動(1)1 うちに

むね-あるばむ【胸】-【アルバム】名-名(1)1 閉じる

もう-あい【もう】-【愛】副-名(1)1 いらない

むね-いためる【胸】-【痛める】名-動(1)1 ああ

もう-あなた【もう】-【貴方】副-名(2)1～2 なしで

むね-おく【胸】-【奥】名-名(3)1 生まれた,2 彼は,3 ●

もう-いちど【もう】-【一度】副-名(10)1～3 もう,4～6 私の,7

むね-くすぶる【胸】-【燻る】名-動(4)1～4 夢の

彼を,8～9 あんな,10 ●

むね-だく【胸】-【抱く】名-動(1)1 歩いて

もう-おさなすぎる【もう】-【幼な過ぎる】副-動(1)1 作れない

むら【村】名-●(1)1 ●

もう-しばらく【もう】-【暫く】副-副(1)1 待って

むらさき-すもっぐ【紫】-【スモッグ】名-名(1)1 遠い

もう-すぐ【もう】-【直ぐ】副-副(13)1～3 ランチタイムが,4 ひ

むれ-けむる【群れ】-【煙る】名-動(2)1～2 にごる

とりで,5 かわいい,6～7 外は,8 あなたは,9 空は,10 素直

むれとぶ-あるばとろす【群れ飛ぶ】-【アルバトロス】動-名(1)1

な,11 通りを,12 不幸に,13 ●

藍色の

もう-すこし【もう】-【少し】副-副(2)1 大人だったら,2 誕生

むれ-ぼんやり【群れ】-【ぼんやり】名-副(1)1 スモッグの

日ね

むれ-ゆったり【群れ】-【ゆったり】名-副(1)1 浮ぶ

もう-そこ【もう】-【其処】副-名(1)1 来た

め-あける【目】-【開ける】名-動(1)1 いいわ

もう-たくさん【もう】-【沢山】副-副(1)1 今

めあて-あなた【目当て】-【貴方】名-名(1)1 きっと

もう-だれか【もう】-【誰か】副-名(1)1 いるの

めいく-なおす【メイク】-【直す】名-動(1)1 なぜか

もう-つぶやく【もう】-【呟く】副-動(4)1～3 ●,4 ＊

めいしゅ-とどける【名手】-【届ける】名-動(1)1 ランチは

もう-とおい【もう】-【遠い】副-形(1)1 二人

めいわくだ【迷惑だ】形動-●(1)1 ●

もう-どこ【もう】-【何処】副-名(5)1～5 いない

め-うつる【目】-【映る】名-動(1)1 激しい

もう-どれ【もう】-【何れ】副-名(1)1 たちますか

めがね-とる【眼鏡】-【取る】名-動(1)1 Wow

もう-にどと【もう】-【二度と】副-副(2)1 踊れない,2 かぐ

めがみ-きまぐれだ【女神】-【気紛れだ】名-形動(1)1 ●

もう-ひとつ【もう】-【一つ】副-名(2)1 ふやす,2 年を

めぐりあい-こころ【巡り合い】-【心】名-名(1)1 傷あと

もう-ほしかげ【もう】-【星影】副-名(1)1 薄れゆく

めぐりあう【巡り合う】動-●(1)1 ●

もう-め【もう】-【目】副-名(1)1 開けて

めぐりあう-いつ【巡り合う】-【何時】動-名(1)1 私

もう-もどれる【もう】-【戻れる】副-動(1)1 遠い

めぐりあう-ため【巡り合う】-【為】動-名(1)1 今まで

もう-れんらく【もう】-【連絡】副-名(1)1 とる

めぐりくる【巡り来る】動-●(1)1 ●

もえさかる-ねがお【燃え盛る】-【寝顔】動-名(1)1 照らし

めぐりくる-たび【巡り来る】-【度】動-名(1)1 男の子たちを

もえつきる【燃え尽きる】動-●(1)1 ●

めくる-あたらしい【捲る】-【新しい】動-形(1)1 ダイアリー

もえつきる-おもう【燃え尽きる】-【思う】動-動(1)1 ●

めくる-だいありい【捲る】-【ダイアリー】動-名(1)1 ●

もえる【燃える】動-●(2)1～2 ●
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もえる-あなた【燃える】-【貴方】動-名(2)1～2 ●

ものずき-だれ【物好き】-【誰】名-名(1)1 ●

もえる-いる【燃える】-【居る】動-動･補(3)1～3 腕の

もの-だから【物】-【だから】名-接(1)1 お願いよ

もえる-たましい【燃える】-【魂】動-名(1)1 打たせて

もの-のぞく【物】-【覗く】名-動(1)1 みたい・補

もえる-ゆれる【燃える】-【揺れる】動-動(1)1 イた・補

もんすうん-えいえんだ【モンスーン】-【永遠だ】名-形動(2)1

もがく-たからもの【もがく】-【宝物】動-名(1)1 みつけ

～2 くりかえす

もくせい-きんせい【木星】-【金星】名･星-名･星(1)1 導いて

もんすうん-ぶろんず【モンスーン】-【ブロンズ】名-名(1)1 洗

もくようび-ゆき【木曜日】-【雪】名-名(1)1 風邪を

礼の

もぐる-なにも【潜る】-【何も】動-副(1)1 きこえない

やがて-あたらしい【軈て】-【新しい】副-形(1)1 ビルに

もじ【文字】名-●(1)1 ●

やがて-あめ【軈て】-【雨】副-名(1)1 なる

もしも-あたらしい【若しも】-【新しい】副-形(1)1 この

やがて-おどりすぎる【軈て】-【踊り過ぎる】副-動(1)1 金曜日
を

もしや-あい【若しや】-【愛】副-名(1)1 戻る
もたれる-ひとみ【凭れる】-【瞳】動-名(1)1 読みとって

やがて-くる【軈て】-【来る】副-動(2)1 New Year が,2 冬を

もちさる-あなた【持ち去る】-【貴方】動-名(2)1～2 運んで

やがて-つき【軈て】-【月】副-名(1)1 映す

もちつづける【持ち続ける】動-●(1)1 ●

やがて-はな【軈て】-【花】副-名(1)1 咲き誇り

もつ【持つ】動-●(2)1～2 ●

やがて-ゆるす【軈て】-【許す】副-動(1)1 いつか

もつ-いる【持つ】-【居る】動-動･補(1)1 ●

やがて-わたし【軈て】-【私】副-名(1)1 着く

もっと-あいする【もっと】-【愛する】副-動(1)1 イる・補

やきつける-まぶた【焼き付ける】-【瞼】動-名(1)1 奥に

もっと-あなた【もっと】-【貴方】副-名(2)1～2 近くへ

やきもち-あきあきする【焼き餅】-【飽き飽きする】名-動(1)1 知
って

もっと-だいじだ【もっと】-【大事だ】副-形動(1)1 やさしさを
もっと-とおい【もっと】-【遠い】副-形(1)1 夢を

やきゅう-みる【野球】-【見る】名-動(1)1 いたわ・補

もっと-にくむ【もっと】-【憎む】副-動(1)1 残る

やく-くる【焼く】-【来る】動-動(1)1 ビーチで

もっと-もっと【もっと】-【もっと】副-副(2)1～2 やさしく

やくそく-わすれる【約束】-【忘れる】名-動(1)1 ありがとう

もっと-やさしい【もっと】-【優しい】副-形(2)1～2 して

やく-たつ【役】-【立つ】名-動(1)1 ものが

もつ-ひと【持つ】-【人】動-名(1)1 行く先を

やけつく-ごご【焼け付く】-【午後】動-名(1)1 水撒きして

もつ-ひとつ【持つ】-【一つ】動-名(2)1～2 エスパーは

やける【焼ける】動-●(1)1 ●

もつれる-なみだ【縺れる】-【涙】動-名(1)1 枕を

やける-あいどる【焼ける】-【アイドル】動-名(1)1 海辺

もつれる-もつれる【縺れる】-【縺れる】動-動(1)1 涙

やける-うなじ【焼ける】-【項】動-名(2)1 痛いくらい,2 むせ
るくらい

もてる-wow【持てる】-【wow】動-感(1)1 Wow
もてる-いう【持てる】-【言う】動-動(1)1 ●

やこう-Tuesday【夜行】-【Tuesday】名-名(1)1 高原の

もと【元】名-●(1)1 ●

やさしい-かのじょ【優しい】-【彼女】形-名(1)1 名は

もどかしい-いっそ【擬かしい】-【いっそ】形-副(1)1 倒したく

やさしい-こと【優しい】-【事】形-名(1)1 残酷に

もと-とつぜん【元】-【突然】名-副(1)1 消えたり

やさしい-しばる【優しい】-【縛る】形-動(1)1 ●

もとめる【求める】動-●(3)1～3 ●

やさしい-する【優しい】-【為る】形-動(2)1～2 それは

もとめる-いる【求める】-【居る】動-動･補(2)1～2 ●

やさしい-ちかい【優しい】-【誓い】形-名(1)1 つらい

もどる-あの【戻る】-【彼の】動-連体(1)1 娘は

やさしい-ひ【優しい】-【日】形-名(1)1 二人

もどる-くる【戻る】-【来る】動-動(2)1～2 ●

やさしい-らぶれたあ【優しい】-【ラブレター】形-名(1)1 ●

もどる-こと【戻る】-【事】動-名(1)1 ない

やさしさ-なくす【優しさ】-【無くす】名-動(1)1 気づかない

もどる-そんな【戻る】-【其んな】動-連体(1)1 のぞみは

やさしすぎる-あなたたち【優し過ぎる】-【貴方達】動-名(1)1 ＊

もどる-つれる【戻る】-【連れる】動-動(1)1 いって→ゆく・補

やさしすぎる-ゆるす【優し過ぎる】-【許す】動-動(1)1 幸せに

もどる-みな【戻る】-【皆】動-名(1)1 humm

やじうま-Sunday【野次馬】-【Sunday】名-名(1)1 仲直りに

もどれる-じょうねつ【戻れる】-【情熱】動-名(2)1～2 身を

やすみ-する【休み】-【為る】名-動(1)1 しまった

もどれる-とおい【戻れる】-【遠い】動-形(1)1 ところへ

やすみ-ひ【休み】-【日】名-名(1)1 なぜ

もの-あいしすぎる【物】-【愛し過ぎる】名-動(1)1 イる・補

やせる-としより【痩せる】-【年寄り】動-名(1)1 責めるように

もの-ある【物】-【有る】名-動(1)1 ●

やつ-あにき【奴】-【兄貴】名-名(1)1 電話さえ

もの-おもう【物】-【思う】名-動(1)1 イた・補

やつ-おこる【奴】-【怒る】名-動(2)1～2 いい

ものがたり-ほんきだ【物語】-【本気だ】名-形動(1)1 おこる

やってくる【遣って来る】動-●(2)1～2 ●
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やっと-あえる【やっと】-【会える】副-動(1)1 ●

ゆき-たいよう【雪】-【太陽】名-名(1)1 つれて

やっと-きづく【やっと】-【気付く】副-動(1)1 くれた

ゆきだより-さっし【雪便り】-【サッシ】名-名(1)1 べランダ

やっと-わすれかける【やっと】-【忘れ掛ける】副-動(1)1 その

ゆきだより-つくえ【雪便り】-【机】名-名(1)1 ラジオに

やどす-いる【宿す】-【居る】動-動･補(1)1 ●

ゆきつけ-みせ【行き付け】-【店】名-名(1)1 なく

やね-こえる【屋根】-【越える】名-動(1)1 ●

ゆき-まち【雪】-【町】名-名(4)1～3 来た,4 ●

やはり-ちがう【矢張り】-【違う】副-動(1)1 人なのね

ゆく【行く】動-＊(2)1～2 ○

やはり-ふたり【矢張り】-【二人】副-名(1)1 合わないよ

ゆく【行く】動-●(7)1～7 ●

やま-ゆき【山】-【雪】名-名(1)1 見ながら

ゆく【行く】動･補-＊(2)1～2＊

やま-ゆきだより【山】-【雪便り】名-名(2)1 サッシの,2 机の

ゆく【行く】動･補-●(27)1～27 ●

やみ【闇】名-●(1)1 ●

ゆく-あげる【行く】-【上げる】動･補-動･補(1)1 ●

やみ-すべる【闇】-【滑る】名-動(1)1 汽車は

ゆく-あさやけ【行く】-【朝焼け】動･補-名(1)1 夕映えを

やみ-なか【闇】-【中】名-名(1)1 エスケイプ

ゆく-あなた【行く】-【貴方】動-名(5)1～4 胸に,5 姿

やむちゃ-する【飲茶】-【為る】名-動(1)1 ●

ゆく-あめ【行く】-【雨】動･補-名(1)1 なりたい

やるせない-めろでぃい【遣る瀬無い】-【メロディー】形-名(1)1

ゆく-いう【行く】-【言う】動-動(1)1 ドアは
ゆく-いくど【行く】-【幾度】動･補-名(1)1 ●

ハートは
ゆうえんち【遊園地】名-●(2)1～2 ●

ゆくえ【行方】名-●(1)1 ●

ゆうき-だす【勇気】-【出す】名-動(1)1 うちあけて

ゆくえ-さがす【行方】-【探す】名-動(1)1 すれちがう

ゆうすずみ-かなしすぎる【夕涼み】-【悲し過ぎる】名-動(1)1 記

ゆく-おれんじ【行く】-【オレンジ】動･補-名(1)1 トランクス
ゆく-かなしい【行く】-【悲しい】動･補-形(2)1～2 すすめなく

憶
ゆうすずみ-にどと【夕涼み】-【二度と】名-副(2)1～2 来ない

ゆく-こえ【行く】-【声】動･補-名(1)1 たてて

ゆうとぴあ【ユートピア】名-●(1)1 ●

ゆく-これから【行く】-【此れから】動･補-副(3)1 サーフ天国
へ,2～3 スキー天国へ

ゆうばえ-くも【夕映え】-【雲】名-名(1)1 私に
ゆうばえ-じゅひょう【夕映え】-【樹氷】名-名(1)1 染めれば

ゆく-ころ【行く】-【頃】動･補-名(1)1 少年は

ゆうばえ-はてしない【夕映え】-【果てし無い】名-形(1)1 追い

ゆくさき-きく【行く先】-【聞く】名-動(1)1 ●
ゆくさき-ひづけ【行く先】-【日付】名-名(1)1 いらず

かけて

ゆく-すべて【行く】-【全て】動･補-名(1)1 私は

ゆうばえ-みえる【夕映え】-【見える】名-動(1)1 ●
ゆうばえ-むらさき【夕映え】-【紫】名-名(1)1 スモッグ

ゆく-すらばや【行く】-【スラバヤ】動-名(1)1 思い出せる

ゆうひ-あきち【夕日】-【空き地】名-名(1)1 二人は

ゆく-する【行く】-【為る】動･補-動(1)1 もつれて

ゆうひ-おちる【夕日】-【落ちる】名-動(2)1～2 ●

ゆく-せめて【行く】-【せめて】動･補-副(2)1～2 みんな

ゆうひ-ほそい【夕日】-【細い】名-形(1)1 長く

ゆく-そう【行く】-【然う】動･補-感(1)1 ただ

ゆうひ-まだ【夕日】-【未だ】名-副(1)1 BOMBAY へと

ゆく-それ【行く】-【其れ】動･補-名(1)1 愛に

ゆうひ-みじかい【夕日】-【短い】名-形(1)1 ●

ゆく-そんな【行く】-【其んな】動･補-連体(1)1 夢中に

ゆうひ-みる【夕日】-【見る】名-動(1)1 胸の

ゆく-たいりくおうだん【行く】-【大陸横断】動-名(3)1～3 ●

ゆうひ-らんでぶう【夕日】-【ランデブー】名-名(1)1 雲も

ゆく-ちいさな【行く】-【小さな】動･補-形動(1)1 船の

ゆうべ-みな【夕べ】-【皆】名-名(1)1 酔って

ゆく-ちかう【行く】-【誓う】動-動(1)1 私は

ゆうべ-ゆめ【夕べ】-【夢】名-名(1)1 金色

ゆくて-そびえたつ【行く手】-【聳え立つ】名-動(1)1 Help

ゆうべ-ろびい【夕べ】-【ロビー】名-名(1)1 ソファで

ゆく-でんしゃ【行く】-【電車】動-名(3)1～3 カーヴで

ゆうやけ-ちいさい【夕焼け】-【小さい】名-形(1)1 なる

ゆく-どあ【行く】-【ドア】動･補-名(1)1 開くと

ゆうやみ-ひとり【夕闇】-【一人】名-副(3)1～3 歩いて

ゆく-とき【行く】-【時】動-名(1)1 女神の

ゆうわく【誘惑】名-●(2)1～2 ●

ゆく-どんな【行く】-【何んな】動･補-連体(1)1 遠くても

ゆき-いだく【雪】-【抱く】名-動(1)1 峰が

ゆく-なつやすみ【行く】-【夏休み】動-名(1)1 ●

ゆきかう-くらくしょん【行き交う】-【クラクション】動-名(1)1

ゆく-ねむい【行く】-【眠い】動･補-形(1)1 タクシー
ゆく-ばしょ【行く】-【場所】動-名(1)1 ほら

せきたてて
ゆき-かぜ【雪】-【風邪】名-名(1)1 こじらせ

ゆく-ひざし【行く】-【日差し】動･補-名(1)1 魔法は

ゆき-けっしょう【雪】-【結晶】名-名(1)1 変わる

ゆく-ひと【行く】-【人】動-名(1)1 すれちがう

ゆきずり-よい【行き摩り】-【良い】名-形(1)1 ●

ゆく-まち【行く】-【町】動･補-名(1)1 あざやかな
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ゆく-まちどおしい【行く】-【待ち遠しい】動-形(1)1 日曜日

ゆるす-いつか【許す】-【何時か】動-副(1)1 許してね

ゆく-まぶた【行く】-【瞼】動･補-名(1)1 痛いほどの

ゆるす-いま【許す】-【今】動-名(4)1～4 傷つけた

ゆく-まんてん【行く】-【満天】動-名(1)1 銀河に

ゆるす-くれる【許す】-【呉れる】動-動･補(2)1～2 ●

ゆく-みせ【行く】-【店】動･補-名(1)1 灯り

ゆるす-しあわせだ【許す】-【幸せだ】動-形動(1)1 なれないよ

ゆく-みる【行く】-【見る】動･補-動(1)1 ●

ゆるす-まだ【許す】-【未だ】動-副(1)1 愛して

ゆく-むちゅうだ【行く】-【夢中だ】動･補-形動(1)1 季節

ゆるす-わたし【許す】-【私】動-名(1)1 忘れる

ゆく-もう【行く】-【もう】動-副(1)1 愛しか

ゆるやかだ-おさない【緩やかだ】-【幼い】形動-形(1)1 頃

ゆく-やま【行く】-【山】動･補-名(1)1 雪を

ゆるやかだ-ふゆ【緩やかだ】-【冬】形動-名(1)1 日の

ゆく-ゆうえんち【行く】-【遊園地】動･補-名(1)1 ●

ゆれはじめる【揺れ始める】動-●(1)1 ●

ゆく-ゆきずり【行く】-【行き摩り】動･補-名(1)1 よかったの

ゆれる-いる【揺れる】-【居る】動-動･補(3)1 中央分離帯,2～3
●

に
ゆく-わたしたち【行く】-【私達】動-名(1)1 前を

ゆれる-うみ【揺れる】-【海】動-名(1)1 潜るような

ゆける【行ける】動補-●(1)1 ●

ゆれる-かげ【揺れる】-【影】動-名(1)1 いたい・補

ゆける-じょうかまち【行ける】-【城下町】動-名(1)1 消印で

ゆれる-だれもかれも【揺れる】-【誰も彼も】動-名(1)1 いつか

ゆける-ちかさ【行ける】-【近さ】動-名(1)1 ●

よあかしする【夜明かしする】動-●(1)1 ●

ゆける-ふいだ【行ける】-【不意だ】動補-形動(1)1 見失う

よあけ【夜明け】名-●(3)1～3 ●

ゆける-わたし【行ける】-【私】動補-名(1)1 ミラーに

よあけ-うすあかり【夜明け】-【薄明かり】名-名(1)1 あなたの

ゆっくり-およぐ【ゆっくり】-【泳ぐ】副-動(1)1 ●

よあけ-なる【夜明け】-【為る】名-動(1)1 枯れる

ゆっくり-のぼりだす【ゆっくり】-【上り出す】副-動(1)1 前に

よあけ-まえ【夜明け】-【前】名-名(1)1 ●

ゆったり-うかぶ【ゆったり】-【浮かぶ】副-動(1)1 ●

よい【良い】形-＊(3)1～3＊

ゆびさき-ゆめ【指先】-【夢】名-名(1)1 あって･補

よい【良い】形-●(13)1～13 ●

ゆびさせる-はいうぇい【指差せる】-【ハイウェイ】動-名(1)1 港

よい【良い】形･補-●(2)1～2 ●
よい-because【良い】-【because】形･補-接(1)1 I

も
ゆび-ちから【指】-【力】名-名(1)1 うらはらな

よい-hippy【良い】-【hippy】形･補-形(1)1 ●

ゆび-まぜる【指】-【混ぜる】名-動(1)1 呪文

よい-Kobe girl【良い】-【Kobe girl】形-名(4)1～3 ごめんね
なんて,4 彼の

ゆめ【夢】名-●(3)1～3 ●
ゆめ-あと【夢】-【後】名-名(1)1 ●

よい-あえる【良い】-【会える】形-動(1)1 時は

ゆめ-ある【夢】-【有る】名-動･補(1)1 ほしいの･補

よい-いたずらだ【良い】-【徒らだ】形-形動(1)1 いたずらに

ゆめ-いえる【夢】-【言える】名-動(2)1 ●,2 ＊

よい-かなしい【良い】-【悲しい】形･補-形(1)1 きのう

ゆめ-かたち【夢】-【形】名-名(1)1 して

よい-こと【良い】-【事】形-名(2)1～2 あなたに

ゆめ-かなう【夢】-【叶う】名-動(1)1 顔だけが

よい-ころあい【良い】-【頃合い】形-名(2)1～2 止めてよ

ゆめ-きんいろ【夢】-【金色】名-名(1)1 ●

よい-じゃま【良い】-【邪魔】形-名(1)1 No

ゆめ-さわる【夢】-【触る】名-動(1)1 方が

よい-すきだ【良い】-【好きだ】形-形動(2)1～2 云って

ゆめ-せめて【夢】-【せめて】名-副(1)1 ヒラリと

よい-ときめく【良い】-【時めく】形･補-動(1)1 パノラマの

ゆめ-つかまえる【夢】-【捕まえる】名-動(1)1 ●

よいのみょうじょう-ふう【宵の明星】-【ふう】名-感(2)1 どこ
へ,2 手が

ゆめ-なか【夢】-【中】名-名(3)1 しのんで,2～3 わき役で
ゆめ-ほのお【夢】-【炎】名-名(4)1～4 人は

よい-ほうほう【良い】-【方法】形･補-名(1)1 ●

ゆめ-まつ【夢】-【待つ】名-動(1)1 人

よういする-くれる【用意する】-【呉れる】動-動･補(1)1 大切
な

ゆめ-みる【夢】-【見る】名-動(5)1～3 いた・補,4 イる・補,5

ようきだ-があるふれんど【陽気だ】-【ガールフレンド】形動-

二人だけの

名(1)1 ●

ゆめ-わたし【夢】-【私】名-名(2)1 下さい,2 虹色に

ようきだ-がっこういち【陽気だ】-【学校一】形動-名(3)1～3 遊

ゆらす【揺らす】動-●(1)1 ●

び人

ゆらす-こい【揺らす】-【恋】動-名(1)1 消えて
ゆらす-はげしい【揺らす】-【激しい】動-形(1)1 吹きすさんだ

ようきだ-ひとごみ【陽気だ】-【人込み】形動-名(1)1 まぎれて

ゆらめく-けむり【揺らめく】-【煙】動-名(1)1 夢の

よう-さわぐ【酔う】-【騒ぐ】動-動(1)1 ●

ゆるす【許す】動-●(1)1 ●

ようじ-すませる【用事】-【済ませる】名-動(1)1 信号を
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ようせいたち-まえ【妖精たち】-【前】名-名(1)1 ゆく

よりそう-すてっぷする【寄り添う】-【ステップする】動-動(1)1

よかぜ-あの【夜風】-【彼の】名-連体(1)1 ドアを

もう

よかぜ-おくる【夜風】-【送る】名-動(1)1 ふられた

よる【夜】名-●(1)1 ●

よかぜ-すずしい【夜風】-【涼しい】名-形(1)1 なる

よる-あける【夜】-【明ける】名-動(1)1 来た･補

よかん-たつ【予感】-【立つ】名-動(1)1 ふりむけば

よる-くる【夜】-【来る】名-動(2)1 なんだか,2 来ない

よぎる-くも【過ぎる】-【雲】動-名(1)1 色も

よる-こきざみだ【夜】-【小刻みだ】名-形動(2)1～2 ふるえる

よく-ここ【能く】-【此処】副-名(1)1 とばした

よる-せいじゃく【夜】-【静寂】名-名(1)1 つれて

よける-あなた【避ける】-【貴方】動-名(1)1 背に

よる-だうんたうん【夜】-【ダウンタウン】名-名(1)1 ビラを

よこ-いそぐ【横】-【急ぐ】名-動(1)1 夕陽と

よる-みち【夜】-【道】名-名(1)1 近くまで

よこがお【横顔】名-●(1)1 ●

よる-みちびく【夜】-【導く】名-動(1)1 ●

よこがお-そっと【横顔】-【そっと】名-副(1)1 見て

よる-もどる【夜】-【戻る】名-動(1)1 あの

よこがお-ねが【横顔】-【ネガ】名-名(1)1 ●

よろこぶ-かお【喜ぶ】-【顔】動-名(1)1 喜べる

よこぎる【横切る】動-●(1)1 ●

よろこべる-ゆれる【喜べる】-【揺れる】動-動(1)1 影で

よこす-てがみ【寄越す】-【手紙】動-名(1)1 ぎこちない

よわさ-せめる【弱さ】-【責める】名-動(1)1 ●

よこたわる-きく【横たわる】-【聞く】動-動(1)1 いる・補

らいと-あびる【ライト＜光＞】-【浴びる】名-動(1)1 私は

よこ-ねむる【横】-【眠る】名-動(1)1 人が

らいと-つける【ライト＜光＞】-【付ける】名-動(1)1 カーヴを

よごれる-じいぷ【汚れる】-【ジープ】動-名･車(1)1 方舟に

らじお-じっと【ラジオ】-【じっと】名-副(1)1 耳を

よじ-でんわ【四時】-【電話】名-名(1)1 かけて

らじお-つける【ラジオ】-【付ける】名-動(2)1 もう,2 好きな

よせる【寄せる】動-●(1)1 ●

らすと-なんばあ【ラスト】-【(スタンダード)ナンバー】名-名
(3)1 ＊,2 ●,3 ○

よせる-くるま【寄せる】-【車】動-名(1)1 中に
よせる-さようなら【寄せる】-【左様なら】動-感(1)1 さよなら

らぶこめでぃい【ラブ･コメディー】名-●(1)1 ●

よせる-はしる【寄せる】-【走る】動-動(2)1～2 雨に

らぶれたあ【ラブレター】名-＊(1)1＊

よそゆきがお-すれちがう【余所行き顔】-【擦れ違う】名-動(6)1

らぶれたあ【ラブレター】名-●(1)1 ●
ららら【ラララ】感-＊(2)1～2＊

～2 いやな,3～4 すきなだけ,5 それまでだった,6 二度と
よぞら-うかぶ【夜空】-【浮かぶ】名-動(1)1 スタジアム

ららら【ラララ】感-●(1)1 ●

よどみ-ない【澱み】-【無い】名-形(1)1 浮世の

ららら-ららら【ラララ】-【ラララ】感-感(3)1 ●,2～3 ＊

よのなか-ひとり【世の中】-【一人】名-名(1)1 ない

らんち-くろおばあ【ランチ】-【クローバー】名-名(1)1 上

よびこむ-にじ【呼び込む】-【虹】動-名(1)1 精

らんちたいむ-おわる【ランチタイム】-【終わる】名-動(3)1～2
●,3 ＊

よぶ【呼ぶ】動-●(1)1 ●
よぶ-いくえにも【呼ぶ】-【幾重にも】動-副(1)1 こだまが

らんでぶう-くも【ランデブー】-【雲】名-名(1)1 海も

よぶ-いる【呼ぶ】-【居る】動-動･補(2)1～2 ●

らんなあ-あらわれる【ランナー】-【現われる】名-動(1)1 ●

よふけ-とおりあめ【夜更け】-【通り雨】名-名(2)1 みんな,2 人

らんぷ【ランプ】名-●(2)1～2 ●
りいぐせん-しめくくる【リーグ戦】-【締め括る】名-動(1)1 キ

も

ックは

よぶ-こえ【呼ぶ】-【声】動-名(1)1 空耳の
よぶ-つらい【呼ぶ】-【辛い】動-形(1)1 時を

りくかぜ-ふく【陸風】-【吹く】名-動(1)1 頃

よぶ-むね【呼ぶ】-【胸】動-名(1)1 奥で

りゆう-きく【理由】-【聞く】名-動(1)1 遠い

よべる-かぜ【呼べる】-【風】動-名(1)1 来て

りゅうせい-ない【流星】-【無い】名-形･補(1)1 眩むような

よべる-とき【呼べる】-【時】動-名(3)1～3 ゆき

りょうしん-よこす【両親】-【寄越す】名-動(1)1 手紙のような

よべる-ひび【呼べる】-【日々】動-名(1)1 ●

りょうて-ひろげる【両手】-【広げる】名-動(2)1～2 立って

よべる-よべる【呼べる】-【呼べる】動-動(4)1～3 時は,4 風が

りんかく-とけだす【輪郭】-【溶け出す】名-動(1)1 見えた

よみかえす-もくようび【読み返す】-【木曜日】動-名(1)1 雪

るうふ-きん【ルーフ】-【金】名-名(1)1 雲が

よみがえる【蘇える】動-●(1)1 ●

るりいろ-まきちらす
【瑠璃色】
【撒き散らす】
名-動(3)1～2 ●,3
＊

よみがえる-めもりい【蘇える】-【メモリー】動-名(1)1 やるせ

るるると-さんかい【ルルルと】-【三回】副-名(3)1～3 鳴らし

ない

て

よみとる-その【読み取る】-【其の】動-連体(1)1 とき

るるる-るるる【ルルル】-【ルルル】副-副(3)1～3 ルルル…と

よりそう-ころ【寄り添う】-【頃】動-名(1)1 よく
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るるる-るるると【ルルル】-【ルルルと】副-副(3)1～3 三回

が

れいぞうこ-あける【冷蔵庫】-【開ける】名-動(1)1 ●

わき-めも【脇】-【メモ】名-名(1)1 イスラエルの

れこおど-そと【レコード】-【外】名-名(1)1 雨音に

わきやく-よい【脇役】-【良い】名-形(2)1 ●,2 ＊

れすとらん【レストラン】名-●(1)1 ●

わけ【訳】名-●(1)1 ●

れっしゃ-のりつぐ【列車】-【乗り継ぐ】名-動(1)1 ●

わけ-ない【訳】-【無い】名-形･補(1)1 傷つけだした

れっしゃ-のる【列車】-【乗る】名-動(1)1 ●

わごん-なおす【ワゴン】-【直す】名-動(1)1 自分だけの

れっすん【レッスン】名-●(1)1 ●

わすれかける-いる【忘れ掛ける】-【居る】動-動･補(1)1 涙が

れでぃ-かつら【レディ】-【鬘】名-名(1)1 色が

わすれかける-その【忘れ掛ける】-【其の】動-連体(1)1 しゃべ
り方

れでぃ-なる【レディ】-【為る】名-動(1)1 ●
れびゅう-みせる【レビュー】-【見せる】名-動(2)1～2 来る

わすれきれる-まど【忘れ切れる】-【窓】動-名(1)1 見る

れんげ-あむ【蓮華】-【編む】名-動(1)1 もう

わすれる【忘れる】動-●(2)1～2 ●

れんず-うしろ【レンズ】-【後ろ】名-名(1)1 長い

わすれる-baby【忘れる】-【baby】動-名(2)1～2 Baby

れんらく-くださる【連絡】-【下さる】名-動(1)1 すぐに

わすれる-ありがとう【忘れる】-【有り難う】動-感(1)1 ●

れんらくさき-もつ【連絡先】-【持つ】名-動(1)1 ●

わすれる-いやだ【忘れる】-【嫌だ】動-形動(1)1 迷った

れんらく-とる【連絡】-【取る】名-動(1)1 こと

わすれる-いる【忘れる】-【居る】動-動･補(2)1 パラダイス,2 何
も

ろうか-みる【廊下】-【見る】名-動(1)1 レディは
ろうじん-たたずむ【老人】-【佇む】名-動(1)1 遠い

わすれる-いろんな【忘れる】-【色んな】動-形動(1)1 人を

ろうふうふ-ふくらみだす【老夫婦】-【膨らみ出す】名-動(1)1 蕾

わすれる-ここ【忘れる】-【此処】動-名(1)1 いるわ
わすれる-ごしっぷ【忘れる】-【ゴシップ】動-名(1)1 残る

を
ろしあんるうれっと【ロシアン･ルーレット】名-●(1)1 ●

わすれる-ころ【忘れる】-【頃】動-名(1)1 ●

ろっかあ-ふくろ【ロッカー】-【袋】名･家具-名(1)1 かかえ

わすれる-しまう【忘れる】-【仕舞う】動-動･補(2)1～2 ●
わすれる-せかい【忘れる】-【世界】動-名(2)1～2 舞い跳ぶ

ろっじ-でぃすこてぃいく【ロッジ】-【ディスコティーク】名-

わすれる-はじめて【忘れる】-【初めて】動-副(1)1 ここで

名(1)1 誰にも
ろびい-そふぁ【ロビー】-【ソファ】名-名(1)1 出会い

わすれる-もう【忘れる】-【もう】動-副(1)1 どれくらい

ろんさむたうん【ロンサム･タウン】名-＊(1)1＊

わすれる-わたし【忘れる】-【私】動-名(1)1 すごして

ろんさむたうん【ロンサム･タウン】名-●(2)1～2 ●

わたし【私】名-●(4)1～4 ●

わあぷ-くぐる【ワープ】-【潜る】名-動(1)1 ●

わたし-hum【私】-【hum】名-感(2)1～2 ハートは

わかい-ころ【若い】-【頃】形-名(1)1 人目が

わたし-I【私】-【I】名-名(3)1 miss,2～3 want

わかい-ない【若い】-【無い】形-形･補(1)1 あなたの

わたし-あきらめる【私】-【諦める】名-動(1)1 ●

わかちあう-くれる【分かち合う】-【呉れる】動-動･補(1)1 人

わたし-あした【私】-【明日】名-名(1)1 変わるんだから

わがままだ-あなた【我が侭だ】-【貴方】形動-名(1)1 どんな

わたし-あなた【私】-【貴方】名-名(6)1～2 グレイの,3～4 求
めて,5～6 彼女と

わがままだ-なみだ【我が侭だ】-【涙】形動-名(1)1 とまどい
わかる【分かる】動-●(2)1～2 ●

わたし-あまり【私】-【余り】名-副(1)1 モテなかった

わかる-いる【分かる】-【居る】動-動･補(5)1 パンプスは,2 今,3

わたし-あわれむ【私】-【哀れむ】名-動(1)1 このまま
わたし-いう【私】-【言う】名-動(1)1 今夜

心は,4 はき出すように,5 ●
わかる-ずっと【分かる】-【ずっと】動-副(1)1 愛すと

わたし-いっしょに【私】-【一緒に】名-副(6)1～6 みつけよう

わかる-そのうち【分かる】-【其の内】動-副(1)1 ●

わたし-ういんくする【私】-【ウインクする】名-動(1)1 でもね

わかる-はかない【分かる】-【儚い】動-形(1)1 夏が

わたし-うち【私】-【家】名-名(2)1～2 来る

わかる-はず【分かる】-【筈】動-名(1)1 ●

わたし-うで【私】-【腕】名-名(2)1～2 ひろげ

わかる-ひとびと【分かる】-【人々】動-名(2)1～2 みんな

わたし-えすぱあ【私】-【エスパー】名-名(3)1～2 ●,3 ＊

わかれ-いつ【別れ】-【何時】名-名(1)1 お互い

わたし-おく【私】-【置く】名-動(2)1～2 ゆくのなら・補

わかれ-きめる【別れ】-【決める】名-動(2)1～2 こんな

わたし-おろす【私】-【降ろす】名-動(2)1 忘却列車の,2 ●

わかれ-ことば【別れ】-【言葉】名-名(1)1 ふう

わたし-かたち【私】-【形】名-名(1)1 崩れて

わかれる【別れる】動-●(1)1 ●

わたし-きづく【私】-【気付く】名-動(1)1 はやく

わかれる-しょうせつ【別れる】-【小説】動-名(2)1～2 ●

わたし-きっと【私】-【急度】名-副(1)1 わかる

わき-ちいさな【脇】-【小さな】名-形動(1)1 ガソリンスタンド

わたし-くださる【私】-【下さる】名-動(1)1 ●
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わたし-ぐれい【私】-【グレイ】名-名･色(1)1 汚染に

わたし-ほお【私】-【頬】名-名(1)1 包んで

わたし-こい【私】-【恋】名-名(1)1 泣いた

わたし-みな【私】-【皆】名-名(1)1 陽気な

わたし-こえ【私】-【声】名-名(3)1～3 ふりむいて

わたし-みらあ【私】-【ミラー】名-名(1)1 泣きながら

わたし-ここ【私】-【此処】名-名(2)1～2 いるわ

わたし-みる【私】-【見る】名-動(1)1 雲は

わたし-こと【私】-【事】名-名(7)1～2 運んで,3～4 考えて,5

わたし-むね【私】-【胸】名-名(1)1 奥に

～6 傷つけて,7 包むように

わたし-め【私】-【目】名-名(2)1～2 閉じ

わたし-さいていだ【私】-【最低だ】名-形動(1)1 ●

わたし-めがね【私】-【眼鏡】名-名(1)1 とらなかった

わたし-さまよいびと【私】-【さ迷い人】名-名(1)1 なる

わたし-もう【私】-【もう】名-副(4)1～2 あなた,3 少し,4 す

わたし-しまう【私】-【仕舞う】名-動(1)1 おくわ・補

ぐ

わたし-しゃしん【私】-【写真】名-名(1)1 小さな

わたし-もと【私】-【元】名-名(2)1 突然,2 ●

わたし-すきだ【私】-【好きだ】名-形動(1)1 嵐の

わたし-もの【私】-【物】名-名(1)1 愛しすぎて

わたし-すごす【私】-【過ごす】名-動(1)1 しまった

わたし-れいぞうこ【私】-【冷蔵庫】名-名(1)1 開けないで

わたし-ずっと【私】-【ずっと】名-副(2)1 大事に,2 変わらな

わたし-わすれる【私】-【忘れる】名-動(2)1 もう,2 頃
わたし-わたし【私】-【私】名-名(1)1 さまよい人に

い
わたし-せい【私】-【所為】名-名(3)1～3 hum

わたる-むこうぎし【渡る】-【向こう岸】動-名(1)1 ●

わたし-せなか【私】-【背中】名-名(1)1 発車の

わたる-ゆめ【渡る】-【夢】動-名(1)1 ●

わたし-たいくつだ【私】-【退屈だ】名-形動(1)1 毎日

わたれる【渡れる】動-●(1)1 ●

わたし-たいせつだ【私】-【大切だ】名-形動(1)1 パートナーよ

わらいころげる【笑い転げる】動-●(1)1 ●

わたし-たずねる【私】-【尋ねる】名-動(1)1 ゆくわ・補

わらいとばす-みな【笑い飛ばす】-【皆】動-名(2)1～2 街角の

わたしたち-のせる【私達】-【乗せる】名-動(2)1 星は,2 船は

わらう【笑う】動-＊(1)1＊

わたしたち-はなればなれ【私達】-【離れ離れ】名-名(5)1～5 遠

わらう【笑う】動-●(3)1～3 ●
わらう-あと【笑う】-【後】動-名(1)1 遠くを

い
わたしたち-まえ【私達】-【前】名-名(1)1 ●

わらう-かふぇてりあ【笑う】-【カフェテリア】動-名(2)1～2 ●

わたし-たぶん【私】-【多分】名-副(1)1 同じ

わらう-ひとみ【笑う】-【瞳】動-名(1)1 細い

わたし-ため【私】-【為】名-名(1)1 hum

わらう-わたし【笑う】-【私】動-名(1)1 できる

わたし-だれ【私】-【誰】名-名(2)1～2 ●

わらわせる-くれる【笑わせる】-【呉れる】動-動･補(1)1 かわ
りに

わたし-つぎ【私】-【次】名-名(1)1 列車に
わたし-つく【私】-【着く】名-動(1)1 全てが

わるい-おもう【悪い】-【思う】形-動(1)1 ●

わたし-つけこむ【私】-【付け込む】名-動(1)1 誰かを

わるい-こい【悪い】-【恋】形-名(1)1 落ちそうな

わたし-できる【私】-【出来る】名-動(1)1 全てを

わるい-もの【悪い】-【物】形-名(1)1 だから

わたし-でる【私】-【出る】名-動(1)1 切れて

わるぶる-いる【悪ぶる】-【居る】動-動･補(1)1 思い出は

わたし-どんな【私】-【何んな】名-連体(1)1 顔

われる-きぬ【割れる】-【絹】動-名(1)1 服が

わたし-ない【私】-【無い】名-形･補(1)1 電話を

わんだあらんど-ほほえみ【ワンダーランド】-【微笑み】名-名
(2)1～2 映す

わたし-ながれる【私】-【流れる】名-動(1)1 ゆくわ・補

わんぴいす-あて【ワンピース】-【当て】名-名(1)1 なく

わたし-なみだ【私】-【涙】名-名(1)1 あふれさせて
わたし-にじいろ【私】-【虹色】名-名(1)1 見せる
わたし-にほん【私】-【日本】名-名(1)1 目を
わたし-ねがい【私】-【願い】名-名(2)1～2 許して
わたし-ねむる【私】-【眠る】名-動(1)1 ●
わたし-のこす【私】-【残す】名-動(1)1 さよなら
わたし-はじめて【私】-【初めて】名-副(1)1 つれ出して
わたし-はだし【私】-【裸足】名-名(3)1～2 なり,3 笑わせて
わたし-はと【私】-【鳩】名-名(1)1 舗道に
わたし-ひとり【私】-【一人】名-名(1)1 するの
わたし-ぷれぜんと【私】-【プレゼント】名-名(3)1 もう,2 う
けとって,3 東京タワー
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Note

A 3-gram List for Automatic Experimentation of
Japanese Pop Song Writing (2)
ITO Masamitsu (Taisho University, Faculty of Letters)

Abstract:
This paper introduces a 3-gram list for automatic experimentation with Japanese pop song
writing. The songs are derived from a randomgeneration of third-order word approximation
based on C.E. Shannon's information theory. The words in the list come from 73 Japanese
popular songs written by Matsutoya Yumi. Using this list, it is possible to make Japanese
popular songs automatically.
Keywords: random generation, third-order word approximation, a 3-gram list,
text synthesizer, Japanese popular songs, Matsutoya Yumi
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