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０．はじめに
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ほぼ不可能なので，実際の歌詞の
合成作業を通して，その原理を理解させることに主眼がある．これまで 10 年以上にわたり
第二次近似のテクスト生成語彙表を使って歌詞生成のワークショップを行ってきたが，その
効果は目を見張るものがある．なお，この教育的意義について最初に主張したのは樺島
（1970）である．
なお，筆者のこの研究の目的は「歌詞の自動生成」にあり，持橋・隅田(2007)などのよう
なテクスト一般の自動生成を目指したものではないことをおことわりしておく．
１．自動作詞の原理
自動作詞の原理を簡単にいうと，あるテクストで実際に使われた文字または単語（以下
「言語単位」
）をランダムに選択して並べることによって機械的に文を作成していくというこ
とである．ただし，文脈的な制約のない完全なランダム（第０次近似）ではなく，ある言語
単位の後に出現できる言語単位の「出現の度合い（出現確率）」が反映されるように，言語
単位をランダムに選ぶのである．つまり，最初に選んだ言語単位の次に使われた言語単位の
グループを調査し，そのグループのなかから一つの言語単位をランダムに選ぶのである．そ
の作業をテクストの最初から一単位づつずらしながら繰り返していき，選択された言語単位
を選択順に並べることにより文が機械的に作成されることになる（伊藤 1998a～c,2006）．
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その言語単位のグループのなかには同じ言語単位が複数混じっている場合もあるが，その
数が多ければ多いほど選択される確率は高くなる（遷移確率）．つまりそのグループのなか
から一つの言語単位をランダムに選んでも，結果的には出現確率に従って選択されることに
なるわけである．
最初に選ばれる言語単位が一字や一語の場合が「第二次近似」，二字や二語の場合が
「第三次近似」ということになる．ただし，その後に選ばれる言語単位はどちらの場合でも
常に一字や一語である点は共通している．
最初に選ばれる言語単位はいわば「文脈」ということになるので，次数が上がるほど文脈
の拘束がきつくなり，その後に出現する言語単位グループは小さくなっていくことになる．
ここで公開するテクスト生成語彙表は，シャノンの情報理論(Shannon, C. E. 1948)にお
ける単語単位の第三次近似文を作成するために使われるので「トリグラム（3-gram）表」
ということになる．

２．調査の概要
樺島（1970）では，1968～69 年（昭和 43～44 年）にかけての流行歌にもとづいた第二
次近似の生成語彙表が公開されたが，今回は伊藤(2002)の第二次近似の生成語彙表の時と
同様に 1980～84 年（昭和 55～59 年）に発表された松任谷由実のオリジナル・アルバム
に収録された 73 作品にもとづいた語彙表を公開するものである．今回，伊藤(2002)と同じ
73 作品に合わせた理由は第二次近似と第三次近似との違いを語彙表という具体的な形で示
すことにより，両者の比較を容易にしたいという意図がある．なお，これまで行なわれた作
詞実験の素材テクストの量も今回とほぼ同じ約 70 作品となっていることをお断りしておく
（水谷 1959・樺島 1970・中野 1971）．
今回対象とした 1980 年代前期は，松任谷由実がもっとも創作意欲に燃えていた期間の前
半部分に相当する．ちなみに，この時期，松任谷は毎年オリジナル・アルバムを発表してい
るが，その中でも特に 1980 年，1981 年，1983 年の３年間は，年２枚という驚異的なペー
スで発表している．
３．調査対象
(1) 素材テクスト ： 松任谷由実の 1980 年から 1984 年までに発表されたオリジナ
ル・アルバム８枚に収められた 73 作品のＣＤ歌詞カード（表１）
(2) 調査方法 ： 全数調査
(3) 調査単位の長さ ： 長い単位（単文節相当）
国立国語研究所（以下，国研）の『テレビ放送の語彙調査』（報告 112，1995）で採用
された単位と基本的には同じである．自立語だけを対象とし，付属語は調査対象外である．
英語の場合も，なるべく基準が等しくなるように，複合語や熟語を一単位とするなど，長
めに単位認定をおこなった．また，日本語では自立語しか対象としていないので，英語の場
合もそれに合わせ，英語の付属成分である「前置詞」と「冠詞」は対象外とした．ただし，
もとは前置詞でも，自立成分に品詞転成したものは対象に入れた．
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表 1：オリジナル・アルバムの書誌情報
曲数
発売元
アルバム名
発表年
時のないホテル
1980a
9 東芝 EMI
SURF & SNOW
1980b
10 東芝 EMI
水の中の ASIA へ
1981a
4 東芝 EMI
昨晩お会いしましょう
1981b
10 東芝 EMI
PEARL PIERCE
1982
10 東芝 EMI
REINCARNATION
1983a
10 東芝 EMI
VOYAGER
1983b
10 東芝 EMI
NO SIDE
1984
10 東芝 EMI
合
計
73

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

ＣＤ番号
CA32-1135
CA32-1136
CA32-1137
CA32-1138
CA32-1139
CA32-1140
CA32-1141
CA32-1142

(4) 調査単位の幅 ： 通常の語彙調査よりも幅の狭い単位
調査単位の幅を狭くするということは，同語異語判別では異語を多く認めることを意味す
る．そのため，形容動詞，補助動詞（て／いる，て／しまう，て／ゆく），可能動詞（会え
る，戻れる，行ける）も区別することになる．
(5) 単位量

：

表２を参照のこと．参考のために第二次近似の語彙量も示した．延べ語

数・単位数は同じだが，異なりの面で第三次近似の方は大幅に増加している．これは元歌の
フレーズを再現しやすいことを意味している．つまり，遷移確率 100％の見出し単位が多い
ということである．
この他に歌詞を生成するときに必要となる記号として，○○（73）と●●（827）がある．
○○は各歌詞の歌い出しの単語の前につけ，●●は各センテンスの最初につけるマーカーで
ある．
表 2：1980 年代前期の歌詞の第三次近似の単位量と第二次近似の語彙量

第三次近似
延べ単位数
異なり単位数

全体
6,719
5,593

第二次近似
延べ語数
異なり語数

全体
6,719
1,986

日本語
6,283
1,908

外国語
436
78

(6) 補助動詞の融合形の処理
補助動詞のなかでも「いる」や「ゆく」などよく使われるものは，語頭の音節を脱落させ
て，直前の接続助詞と融合して使われることが少なくない．たとえば，「歩いてく」，「送っ
てる」，「思ってた」などのようにである．とりわけ，J-ポップの歌詞では話しことばが使わ
れるためその傾向が強いが，前回(伊藤 2002)と同様にもとの語形を復元している．ただ，
融合形そのものは作詞者の文体的な特徴を示しているので，文体研究の一貫としても捉えら
れる作詞実験では重要な情報となる．そこで，語頭の音節を復元する場合に，つぎのように
脱落部分を片仮名で表記して融合形で使われていたことがわかるようにした．「歩いてユく」，
「送ってイる」，「思ってイた」

４．テクスト生成語彙表の項目の構成
語彙表の基本的な構成は，直前の二単語とその直後で使われた単語（のグループ）が並ん
でいるデータが１セットとなり，直前の二単語の種類の数だけ五十音順に並べたものとなる．
直前の二単語は見出し語形で表わされ，それに正書法・品詞名・延べ語数といった見出し
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語情報が続くことになる．それに対し，直後の単語は実際にテクストで使用された文節形で
表わされることになる．また，直後の単語の数は直前の二単語一つにつき一つという場合が
多いが，二つ以上である場合もある．つまりは，直前の二単語の延べ単位数の分だけ，直後
の単語が並べられることになる．そこで，直後の単語の文節形にはみな語頭に番号がふられ
ている．
以上をまとめると，テクスト生成語彙表の各見出し項目の構成は以下のようになる．
見出し語 1-見出し語 2 【正書法 1】-【正書法 2】品詞名 1-品詞名 2 （後続する単語
の延べ語数） 後続する文節の番号

後続する文節形

たとえば，「わたし-もう」の場合は，延べ単位数が４なので，後続する文節形も四つとい
うことになる（わたし-もう【私】-【もう】名-副(4)1～2 あなた,3 少し,4 すぐ）．
なお，「1～2 あなた」は「あなた」という文節形が二回使われたという意味で，番号の
部分は「～」でまとめている．

５．実験方法と結果
実験方法は，直前の単位を選んでから，直後の単語を選び，つぎにその直後の単語を直前
の単語の後続の単語として読みかえて，新しい見出し単位を作り，またその直後の単語を選
ぶという作業を繰り返していくことになる．そして，歌詞の最後のマーカーである「＊＊」
が選択されるまで，続けることになるが，あまり長くなる場合は，●●が選択されたところ
で終ってもよい．
直後の単語が一種類しかない場合は，自動的にそれが選ばれるが，複数の種類の単語があ
る場合は，乱数表によってそのうちの一つを選ぶことになる．乱数表は，統計学の入門書の
付録として掲載されていることが多いのでそれを参照せられたい．
(1) まず語彙表の最初の見出しである○○印の項目か，●●印の項目かのどちらかを選ぶ．
(2) ○○の場合は，延べ項目数が 73 なので，乱数表を利用して，１から 73 までの任意
の数を一つ選ぶ．●●の場合は，延べ項目数が 827 なので，乱数表を利用して，１か
ら 827 までの任意の数を一つ選ぶ．
(3) ここでは●●の場合でおこなう．乱数表から 239 という数が選ばれたので，●●の直
後の文節のなかから，239 を語頭にもつ「きのうから」という文節がまず選ばれる．
(4) つぎに「きのうから」という文節の自立語は「きのう」になるので，語彙表の見出し語
「●-きのう【昨日】名 (3) 1～3 吹く」を参照すると，直後の文節は「吹く」だけしか
ないので，それが自動的に選択される．
(5) 文節「吹く」の自立語は「ふく」になるので，つぎの見出し語「きのう-ふく【昨日】【吹く】名-動(3)1～3 風の」を参照すると，直後の文節は「風の」だけしかないので，
それが自動的に選択される．
(6) 文節「風の」の自立語は「かぜ」になるので，つぎの見出し語「ふく-かぜ【吹く】【風】動-名(3)1～3 中へ」を参照すると，直後の文節は「中へ」だけしかないので，
それが自動的に選択される．
(7) 以上のような作業を繰り返したところ以下の結果となった．
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表 3：作業過程
見出し語
●-●
●-きのう
きのう-ふく
ふく-かぜ
かぜ-なか
なか-あつい
あつい-もえる
もえる-いる
いる-うで

乱数
239
1
3
1
2
3
3
1
4

文節
きのうから
吹く
風の
中へ
熱く
燃えて
イた・補
腕の
中に

見出し語
うで-なか
なか-たあんする
たあんする-もう
もう-いちど
いちど-あんな
あんな-きもち
きもち-ゆめ
ゆめ-かたち
かたち-する

乱数
1
1
1
9
2
2
1
1
1

文節
ターンしたいの
もう
一度
あんな
気持ちで
夢を
形に
して
●

(8) 今回は例示が目的なので●が選択されたところで作業を終りにした．文節の列を並べて，
歌詞らしくなるように，字配りや改行などのレイアウトを行なってできあがりとなる．
きのうから吹く 風の中へ
熱く燃えてた

腕の中へ

ターンしたいの もう一度
あんな気持で

夢を

形にして

(9) 第二次近似実験の場合は後編集が必要になる半自動作詞実験となることが多い．つまり，
(a) 文法的におかしなところや意味のとおりがわるいところの助詞・助動詞や活用語の
活用語尾だけを手直しする．(b) ただし，自立語の手直しは行なわない．以上が半自動
作詞実験の許容事項であるが，第三近似列実験の場合はその必要がない全自動作詞実験
となる場合が多い．
(10) 以上のフレーズで使用された単語の引用元を明らかにすると以下のようになる．ちな
みに，「きのうから 80b03-01351」の「80b03」は「1980 年に発表された二枚目のア
ルバムで三番目に収録された曲」という意味で，「01351」は「きのうから」という文
節のコード番号である．つまり，「80b03-01351」は「きのうから」という文節のＩＤ
コードということになる．
(11) 「一度」までは「80b03」の歌詞だけから引用されていたが，「あんな」からは
「81b05」の歌詞に引用元が変わったことがわかる．
●80a08-00796／●80a08-00854／きのうから 80b03-01351／吹く 80b03-01279／風
の 80b03-01326／中へ 80b03-01327／熱く 80b03-01328／燃えて 80b03-01356／た
80b03-01330／腕の 80b03-01358／中へ 80b03-01332／ターンしたいの 80b03-01287
／もう 80b03-01288／一度 80b03-01289／あんな 81b05-03298／気持で 81b05-03299
／夢を 81b05-03354／形に 81b05-03355／して 81b05-03356／●81b05-03357／
(12) なお，初めから乱数表を使うと，時間や手間がかかるわりには，なかなか結束性のよ
い歌詞フレーズは合成されないので，最初は作業者の好きな単語を主観的に選んでいっ
てもよい．

６．おわりに
以上が単語単位の第三次近似の方法による松任谷由実風の歌詞の作成実験である．
第二次近似実験の性格としては，なかなか結束性のよい歌詞が作成されないという短所が
あげられる．だいたい生成実験を 30 回から 50 回ぐらい行なわないと，全体の結束性が
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よいテクストは生成されないのである．その反面，元歌と同じフレーズはできにくいという
長所ももっている．なお，「結束性のよい歌詞」とは「まとまり具合のよい歌詞」のことで，
具体的には以下の特徴をもつ．(1) 「同じ，あるいは関連する単語が行をまたいで出現す
る」，(2) 「ストーリー性が生まれる」，(3) 「歌詞テキストやフレーズのセンテンス同士の
意味的な関連性が認められる」，(4) 「ワンセンテンスの中で文法的な破たんが生じていな
い」，(5) 「歌詞に明るい歌とか暗い歌のようなテーマ性が表現されている」．
それに対し，第三次近似実験はその反対の性格をもっており，結束性のよい歌詞が生成さ
れやすいかわりに，元歌と同じフレーズができやすいという短所をもっている．この短所は
扱う歌詞数を増やすことにより軽減させることは可能である．しかし，扱う歌詞数を増やさ
ないでこの短所を軽減させる方法として，付属語を自立語から切り離して，単位の一つとし
て認める方法がある．その改訂案によるプログラムシステムもすでにできており，その合成
結果の報告も行っている（伊藤 2007）．今後はその改訂案によるテクスト生成語彙表も公
表したいと考えている．
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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）

217 彼女の 218 彼女は 219 火よう日 220 ガラスの 221 軽い
222 彼だけ 223 彼の 224～226 彼は 227 彼らの 228 変わって
229～230 感謝して 231～232 歓声よりも 233 カンナの 234 乾

○-○ (73) 1 A Happy New Year! 2 Blizzard 3 Broken 4 DAYDREAM

杯には 235 傷ついた 236 きたない 237～238 きっと【急度】

5 Hurry up 6 Keep off 7 Once upon a time 8 Remember 9 Who

副 239～241きのうから 242黄ばんだ 243気まずい 244～246

10 You 11 愛する 12 会いたさに 13 会える 14 紅い [あか

きみは 247 今日は 248～249 去年 250 去年は 251 切りたての

い] 15 アカシアの 16 アクセル 17 あたたかい 18 あなた

252 銀色の 253 口に 254 くちづけに 255 雲の 256 曇った 257

19 あなたに 20-21 あなたの 22 あの 23 あんなに 24 妹み

グリーンの 258毛糸の 259消し忘れた 260結婚なんて 261～

たいね 25-26 風の 27 風を 28 悲しき 29-30 彼は 31 川風

262けれど 263～265恋が 266～275恋人が 276～277恋人達は

は 32 北風から 33 ぎらつく 34 霧雨に[きりさめ] 35 今朝

278 こう【斯う】副 279 高校の 280 工場裏の 281 荒野の 282

36 ゲレンデの 37 恋が 38 高原の 39 心は 40 コップの 41

～283 木枯しよ 284 故郷の 285 心 286 心から 287 心は 288

さあ[感] 42 最初から 43 出席 44 白い 45 少しだけ 46 砂

心を 289 午前 290～293 午前１時 294 こちらの 295 孤独の

埃りの 47 そう[感] 48 たとえ 49 チェックの 50 翼の 51

296～298 今年も 299 言葉では 300 言葉に 301 子供だったの

手を 52 度の 53 ねえ[感] 54 ８時の 55 果てしなく 56 星屑

302 子供じみて 303 この 304 このごろ 305 コンビナートが

が 57 窓 58 窓際では 59 ミス･ロンリー 60 向い側 61 昔

306 さあ 307 最後の 308 桜の 309 さくらんぼの 310 さっき

62-63 昔の 64 目を 65 ゆうべ 66 夕焼けに 67 ゆれる 68 宵

311 錆びた 312 さよなら 313 さよならは 314～316 サラーム!

の明星 69 夜風が 70 横に 71 私の 72 私を 73 私達を

317 去って 318～319 幸せは 320 潮風 321 四月ごとに 322 し

●-● (827)1～24 ああ【嗚呼】感 25 愛が 26～27 愛は 28 愛し

けた 323～324 静かな 325～328 自然の 329～330 自然は 331

たら 29～32 愛して 33 愛する 34 会いたさに 35 会いたいわ

～332 じっと 333 失恋したの 334 自動ドアが 335 しばらく

36 会えない 37～38 アクセル 39 明日 40 明日の 41 アスファ

336写真で 337シャッター 338シャワー･ハウスで 339少女た

ルトを 42 褪せた 43～44 新しい 45 厚い 46 熱い 47～48 あて

ちは 340 少年は 341 初夏の 342 食事は 343 知る 344 白い

ども【当て所】名 49～52 あなたが 53～55 あなただけに 56

345 信号機が 346 彗星のように 347 水路に 348 スウィングし

～57 あなただけを 58～59 あなたに 60～61 あなたにさえ 62

て 349～351 過ぎ去った 352～354 すぐに 355～359 少し 360

～72 あなたの 73～76 あなたは 77～78 あなたも 79～80 あな

少しだけ 361～362少しの 363スタイルなんて 364～366ずっ

たを 81～92 あの 93～95 アブダカダブラ 96 甘く 97 雨音に

と 367ストックに 368～369素直に 370砂埃りの 371して
【為

98 雨降りの 99 妖しく 100 ある
【或る】
連体 101 歩きつつ 102

る】動 372 世界の 373 世界中が 374 絶望は 375 背中に 376

～103 あれから 104 あんなに 105 いえ【否】感 106 いいかげ

～377ゼブラの 378せまい 379せめて 380旋回して 381～383

んだった 107いくつもの 108いく人かの 109忙しい 110忙し

そう 384 そうさ 385～386 そうよ 387～390 そして 391～397

いそうね 111一度しか 112～113いちばん 114～118いつでも

そっと 398～401 その 402 そばに 403 空から 404 空は 405 そ

119いつの 120いつまでも 121～122いつか 123いつしか 124

れ 406それは 407～408そんな 409～411大気の 412宝島だっ

いっしょに 125 いっしょには 126 いつも 127～132 今 133 今

た 413 タクシーに 414 たずねて 415～416 黄昏が 417 たたず

でも 134～136 今の 137～138 今は 139～140 今も 141 今頃

む 418 立ち去る 419 立ち止まる 420 たった 421 七夕の 422

142 妹みたいね 143 ウィンドウの 144 うしろの 145 薄日の

たなびく 423 煙草の 424 たぶん 425 弾丸は 426 誰か 427～

146～147うそで 148うたがわれた 149疑う 150うなるような

429だんだんと 430～433 DANG DANGと 434ちがうよ 435～436

151 生まれた 152 海の 153 裏町へと 154 うらまないのも 155

父よ 437 ちっぽけな 438 チャイムを 439 チューブを 440～

裏目に 156うるさかった 157うれしかったわ 158運命を 159

441 ちょうど 442～443 ちょっと 444 月を 445 次々 446 つい

映画は 160 エッジの 161 絵葉書のように 162 エラーの 163

ては 447 土埃り 448 つみとって 449～451 つれて 452 出会っ

オーバーを 164 丘の 165 憶病な 166 幼い 167 教えて 168 お

たのが 453 手紙なんて 454 手紙も 455～456 できるなら 457

そるおそる 169恐れずに 170おととしの 171大人に 172踊り

テトラに 458～461 でも 462 テレスコープの 463～464 天は

明かす 173～174踊りましょう 175～176同じ 177思い出 178

465 電車を 466 電話は 467 ドアの 468 ドアを 469～470 遠い

～182 思い出に 183～184 思い出の 185～186 思い出を 187～

471 遠く 472～473 遠くで 474～475 時は 476～478 時を 479

188 想い出を 189 面影は 190 オランダ造りの 191 降りて 192

ときには 480～481ときめいてね 482どこから 483～487どこ

オレンヂの 193女だけで 194～195街燈が 196顔を 197～199

へ 488どこまでも 489～492どこかで 493～494とても 495～

輝く 200～201 過去も 202 かごの【籠】名 203 かすかに 204

496 どなたか 497 どんなに 498～499 長い 500 流れが 501 な

風に 205 家族に 206 肩に 207 肩を 208 かたい 209～211 勝気

ぐさめも 502なぜか 503～504なつかしい 505～506何を 507

な 212～213 哀しい 214 悲しき 215 悲しくて 216 かならず

名前も 508悩みごとは 509なんとなく 510似合いの 511濁り
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水も 512 につまる 513 二度と 514 二度とは 515 似て 516～

○-break【break】外英･動 (1) 1 heart

517 濡れた 518～519 ねえ 520 ネオンも 521 寝坊 522 ハート

○-daydream【daydream】外英･名 (1) 1 灼けつく

に 523 激しく 524 激しすぎる 525 橋の 526～527 はじめて

○-hurry up【hurry up】外英･熟･動 (1) 1 心の

528～529 派手な 530 話しかけられて 531 離れて 532 ハネを

○-keep off【keep off】外英･熟･動 (1) 1 your

533 はやく 534 遥かなる 535～537 日が 538 冷えそうな 539

○-once upon a time【once upon a time】外英･熟･名 (1) 1 遥

光と 540光る 541日暮れまで 542ひげを 543飛行機じゃ 544

かな

陽差しの 545～547 人は 548 人も 549 人ごみを 550 人々が

○-remember【remember】外英･動 (1) 1 me

551 人前で 552 日向で 553 ひびわれた 554 病気の 555 日よけ

○-who【who】外英･代名 (1) 1 are

と 556 閃く 557 広い 558～560 不安な 561 ふいの 562～564

○-you【you】外英･代名 (1) 1 do

二人きりの 565～566 二人で 567～569 二人は 570 ふもとで

○-あいする【愛する】動 (1) 1 ため

571～572冬ごとに 573ブラインドの 574ふりしきる 575降り

○-あいたさ【会いたさ】名 (1) 1 たえかねて

そそぐ 576ふりむいた 577ふりむけば 578ふられた 579古い

○-あえる【会える】動･可 (1) 1 はずの

580ふるさとの 581古ぼけた 582プロの 583～584ペイヴメン

○-あかい【赤い】形 (1) 1 ダウンに

トは 585～586返事は 587～588ホイップし過ぎたら 589僕も

○-あかしあ【アカシア】名･植物 (1) 1 香りが

590 ポケットで 591 星も 592 星屑が 593 舗道に 594～596 ほ

○-あくせる【アクセル】名 (1) 1 ふかして

ら 597～600 本当は 601 本当の 602 毎晩 603～604 まだ 605

○-あたたかい【暖かい】形 (1) 1 朝も

街の 606松の 607～608窓を 609窓辺に 610～611真夏の 612

○-あなた【貴方】名 (4) 1～4 私の

～613 眩しい 614 丸い 615～616 まるで 617 まわりじゅうを

○-あの【彼の】連体 (1) 1 人の

618 みがいた 619～620 短かすぎる 621 みじめな 622～624 ミ

○-あんな【彼んな】連体 (1) 1 ナイーブな

ス･ロンリー 625店の 626～627見せどきが 628道 629見つけ

○-いもうと【妹】名 (1) 1 １５の

た 630 見つめ合って 631～632 みんな 633 水面(みなも)が

○-かぜ【風】名 (3) 1 音で, 2 外野席,3 よけて

634 身の上など 635 耳を 636 昔と 637～639 昔の 640 胸の

○-かなしい【悲しい】形 (1) 1 Midnight

641群れ飛ぶ 642～644目を 645～656もう 657～658燃えたの

○-かれ【彼】名 (2) 1～2 灼けた

は 659 もしも 660 もしや 661～664 もっと 665～666 やがて

○-かわかぜ【川風】名 (1) 1 草を

667 焼きに 668～669 やさしい 670 やせた 671～672 やっと

○-きたかぜ【北風】名 (1) 1 霧は

673 やっぱり 674～675 山の 676 闇の 677 闇を 678 勇気を

○-ぎらつく【ぎらつく】動 (1) 1 波の

679 夕映え 680 夕陽は 681 ゆうべの 682 雪を 683 ゆき交う

○-きりさめ【霧雨】名 (1) 1 誘われて

684 ゆきたい 685 行く先も 686 夢に 687 夢の 688～690 許し

○-けさ【今朝】名 (1) 1 窓を

て 691 夜明けに 692 宵の明星 693 用事を 694 横顔を 695 横

○-げれんで【ゲレンデ】名 (1) 1 カフェテラスで

たわり 696～701 よそゆき顔で 702 夜空に 703 よどみ 704～

○-こい【恋】名 (1) 1 シャーべットみたいなら

706 呼べずに 707 よみがえる 708 夜が 709 陸風(りくかぜ)が

○-こうげん【高原】名 (1) 1 太陽は

710 理由は 711～712 両手を 713～715 ルルル… 716 連絡 717

○-こころ【心】名 (1) 1 シーズンオフよ

若い 718 わがままな 719～720 わかって 721 別れの 722 別れ

○-こっぷ【コップ】名 (1) 1 ウォッカが

は 723～724 忘れないでね 725～727 私が 728 私だって 729

○-さあ【さあ】感 (1) 1 イマジネーション

私って 730～732私と 733～741私の 742～743私は 744～748

○-さいしょ【最初】名 (1) 1 わかって

私も 749～750 私を 751 私達を 752 笑った 753～754 A Happy

○-しゅっせき【出席】名 (1) 1 いたしますと

New Year! 755 Because 756～760 Blizzard 761～766 Broken 767

○-しろい【白い】形 (1) 1 眠りぐすり

CAPRICORN 768～770 Far 771 on Friday 772～773 GLORIA 774

○-すこし【少し】副 (1) 1 真面目に

HEY! 775～788 Hong Kong 789～790 Hurry up 791～793 Keep off

○-すなぼこり【砂埃】名 (1) 1 舞う

794～798 Kobe girl 799 on Monday 800～802 Once upon a time

○-そう【然う】感 (1) 1 みんなが

803 ～ 805 RASA SAYANG 806 RASA SAYANG GEH 807 ～ 812

○-たとえ【例え】副 (1) 1 異国の

REINCARNATION 813～814 Remember 815 SAY 816～818 So 819

○-ちぇっく【チェック】名 (1) 1 シャツが

STAY 820～821 Tropic of CAPRICORN 822～826 Who 827 You

○-つばさ【翼】名 (1) 1 横

○-a happy new year【a happy new year】外英･感 (1) 1 大好
きな
○-blizzard【blizzard】外英･名 (1) 1 Oh!
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○-て【手】名 (1) 1 つなぐほど
○-ど【度】名 (1) 1 強い
○-ねえ【ねえ】感 (1) 1 さっき

○-はちじ【八時】名 (1) 1 ロッカー
○-はてしない【果てし無い】形 (1) 1 乾いた

して 12 月日は 13 今夜は 14～18 時は 19～21 舟に 22 店
は 23 同じ 24 本当の

○-ほしくず【星屑】名 (1) 1 こぼれそうな

●-あい【愛】名 (3) 1 砕け散るのを 2～3 輝く

○-まど【窓】名 (1) 1 たたく

●-あいする【愛する】動 (6) 1 なんでも 2～5 愛して 6 ため

○-まどぎわ【窓際】名 (1) 1 老夫婦が

●-あいたさ【会いたさ】名 (1) 1 たえかねて

○-みす･ろんりい【ミス･ロンリー】名･人 (1) 1 調子の

●-あう【会う】動 (1) 1 昔に

○-むかいがわ【向かい側】名 (1) 1 ホームの

●-あえる【会える】動･可 (1) 1 ときにも

○-むかし【昔】名 (3) 1～3 となりの

●-あくせる【アクセル】名 (2) 1～2 ふかして

○-め【目】名 (1) 1 閉じて

●-あした【明日】名 (2) 1～2 会ってね

○-ゆうべ【夕べ】名 (1) 1 ロビーの

●-あすふぁると【アスファルト】名 (1) 1 浸す

○-ゆうやけ【夕焼け】名 (1) 1 小さく

●-あせる【褪せる】動 (1) 1 写真の

○-ゆれる【揺れる】動 (1) 1 海に

●-あたらしい【新しい】形 (2) 1～2 恋人と

○-よいのみょうじょう【宵の明星】名 (1) 1 ふう

●-あつい【厚い】形 (1) 1 雲が

○-よかぜ【夜風】名 (1) 1 涼しく

●-あつい【熱い】形 (1) 1 腕の

○-よこ【横】名 (1) 1 眠る

●-あてど【当て所】名 (2) 1～2 ない

○-わたし【私】名 (2) 1～2 プレゼント

●-あなた【貴方】名 (32) 1 いて 2 お茶を 3 好き 4 生きて 5

○-わたしたち【私達】名 (1) 1 乗せた

あなただけに 6 ついて 7 めぐり逢う 8～9 あなただけを 10

●-a happy new year【a happy new year】外英･感 (2) 1～2 今

のぞまれても 11 今日 12～13 hum 14 Ray-Ban には 15 いな

日の
●-because【because】外英･接 (1) 1 you
●-blizzard【blizzard】外英･名 (5) 1～5 Oh!
●-break【break】外英･動 (6) 1～6 heart
●-Capricorn【Capricorn】外英･名 (1) 1 太陽も
●-far【far】外英･副 (3) 1～3 beyond time
●-Friday【Friday】外英･名 (1) 1 パーティーの

い 16 オフィスからは 17 ことを 18～20 せい 21～22 ため
23～24 思い出 25 きのう 26～28 素敵な 29～30 今ごろは
30 今ごろは 31 もっと 32 忘れてから
●-あの【彼の】連体 (12) 1～2 夏の 3 頃の 4～5 人が 6～7 人
の 8 人を 9～10 日 11 日の 12 恋は
●-あぶらかだぶら【アブラカダブラ】名 (3) 1 それでも 2 バ
ケツに 3 彼が

●-Gloria【Gloria】外英･名･人 (2) 1～2 GLORIA

●-あまい【甘い】形 (1) 1 よりそう

●-hey【hey】外英･感 (1) 1 Dream

●-あまおと【雨音】名 (1) 1 閉ざされて

●-Hong Kong【Hong Kong】外英･名 (14) 1～14 Sight

●-あめふり【雨降り】名 (1) 1 線路を

●-hurry up【hurry up】外英･熟･動 (2) 1～2 心の

●-あやしい【怪しい】形 (1) 1 立ち昇った

●-keep off【keep off】外英･熟･動 (3) 1～3 your

●-ある【或る】連体 (1) 1 日

●-Monday【Monday】外英･名 (1) 1 満員の

●-あるく【歩く】動 (1) 1 彼と

●-once upon a time【once upon a time】外英･熟･名 (3) 1～3

●-あれ【彼れ】名 (2) 1 いくつ 2 しあわせそうに

時間に
●-rasa sayang geh【rasa sayang geh】外ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･感 (4) 1～4
●

●-あんな【彼んな】連体 (1) 1 強く
●-いいえ【否】感 (1) 1 私
●-いいかげんだ【良い加減だ】形動 (1) 1 私の

●-reincarnation【reincarnation】外英･名 (6) 1～6 ＊

●-いくつ【幾つ】名 (1) 1 恋が

●-remember【remember】外英･動 (2) 1～2 me

●-いくにん【幾人】名 (1) 1 カップルで

●-say【say】外英･動 (1) 1 Dream

●-いそがしい【忙しい】形 (2) 1 パパと 2 調子は

●-so【so】外英･副 (3) 1～3 you

●-いちど【一度】名 (1) 1 使えないけど

●-stay【stay】外英･動 (1) 1 Dream

●-いちばん【一番】副 (2) 1～2 愛する

●-tropic of Capricorn【tropic of Capricorn】外英･名 (2) 1

●-いつ【何時】名 (7) 1～2 心を 3 来いの 4～5 恋の 6 日か 7

～2 太陽も

ばかな

●-who【who】外英･代名 (5) 1～5 are

●-いつか【何時か】副 (2) 1 住もうと 2 誘って

●-you【you】外英･代名 (1) 1 say

●-いつしか【何時しか】副 (1) 1 棚の

●-ああ【嗚呼】感 (24) 1 あの 2 ある 3 いつから 4 いつしか

●-いっしょに【一緒に】副 (2) 1 すべる 2 帰れなかった

5～6 このまま 7 しばらく 8 ゆうべは 9～10 遠くで 11 許

●-いつも【何時も】副 (1) 1 気軽に
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●-いま【今】名(14) 1 あなたに 2～3 奇跡を 4～5 全てが 6 素

●-かご【籠】名 (1) 1 鳩や

敵な 7 遠い 8 うちなら 9 うちに 10 相手は 11 もう 12 似

●-かすかだ【微かだ】形動 (1) 1 響いて

合いの 13 苦しい 14 彼女を

●-かぜ【風】名 (1) 1 乗り

●-いまごろ【今頃】名 (1) 1 読み返すと

●-かぞく【家族】名 (1) 1 会うのは

●-いもうと【妹】名 (1) 1 小さい

●-かた【肩】名 (2) 1 アゴを 2 落として

●-うぃんどう【ウィンドウ】名 (1) 1 食器が

●-かたい【堅い】形 (1) 1 ニュースは

●-うしろ【後ろ】名 (1) 1 シートで

●-かちきだ【勝気だ】形動 (3) 1～3 瞳の

●-うすび【薄日】名 (1) 1 射す

●-かなしい【悲しい】形 (4) 1 たびに 2 恋を 3 Midnight 4 こ

●-うそ【嘘】名 (2) 1～2 いい
●-うたがう【疑う】動 (2) 1 時は 2 ことも

わいから
●-かならず【必ず】副 (1) 1 はぐれずに

●-うなる【唸る】動 (1) 1 風の

●-かのじょ【彼女】名 (2) 1 長い 2 知らないなら

●-うまれる【生まれる】動 (1) 1 河を

●-かようび【火曜日】名 (1) 1 曇り

●-うみ【海】名 (1) 1 色が

●-がらす【ガラス】名 (1) 1 エレベーター

●-うらまち【裏町】名 (1) 1 帰る

●-かるい【軽い】形 (1) 1 バウンド

●-うらむ【恨む】動 (1) 1 かわいく

●-かれ【彼】名 (6) 1 知らない 2 ベッドの 3 もう 4 今 5 誰

●-うらめ【裏目】名 (1) 1 出た

なの 6 写真は

●-うるさい【五月蝿い】形 (1) 1 大家さえ

●-かわる【変わる】動 (1) 1 あげられぬ

●-うれしい【嬉しい】形 (1) 1 声

●-かんしゃする【感謝する】動 (2) 1～2 別れるのは

●-うんめい【運命】名 (1) 1 つかまえた

●-かんせい【歓声】名 (2) 1～2 長く

●-えいが【映画】名 (1) 1 なつかしの

●-かんな【カンナ】名･花 (1) 1 花が

●-えっじ【エッジ】名 (1) 1 傷を

●-かんぱい【乾杯】名 (1) 1 深い

●-えはがき【絵葉書】名 (1) 1 残したって

●-きずつく【傷付く】動 (1) 1 日々は

●-えらあ【エラー】名 (1) 1 名手に

●-きたない【汚い】形 (1) 1 シャツ

●-おおばあ【オーバー】名･服 (1) 1 着て

●-きっと【急度】副 (2) 1 あなたの 2 愛して

●-おか【丘】名 (1) 1 上の

●-きのう【昨日】名 (3) 1～3 吹く

●-おくびょうだ【臆病だ】形動 (1) 1 部屋から

●-きばむ【黄ばむ】動 (1) 1 びんせんに

●-おさない【幼い】形 (1) 1 頃に

●-きまずい【気不味い】形 (1) 1 ことが

●-おしえる【教える】動 (1) 1 これから

●-きみ【君】名 (3) 1～2 ダンデライオン 3 昔から

●-おそるおそる【恐る恐る】副 (1) 1 引き金を

●-きょう【今日】名 (1) 1 どこへも

●-おそれる【恐れる】動 (1) 1 生きて

●-きょねん【去年】名 (3) 1 スキーで 2 同じ 3 気軽に

●-おととし【一昨年】名 (1) 1 夏休み

●-きりたて【切り立て】名 (1) 1 髪を

●-おとな【大人】名 (1) 1 なったら

●-ぎんいろ【銀色】名 (1) 1 草も

●-おどりあかす【踊り明かす】動 (1) 1 ロッヂの

●-くち【口】名 (1) 1 出しては

●-おどる【踊る】動 (2) 1 いつだって 2 きかないわ

●-くちづけ【口付け】名 (1) 1 街の

●-おなじ【同じ】形動 (2) 1 ゼッケン 2 時を

●-くも【雲】名 (1) 1 影が

●-おもいで【思い出】名 (12) 1 たどる 2～6 ひかれて 7～8 せ

●-くもる【曇る】動 (1) 1 ホームにも

いじゃ 9～10 流れ去る 11～12 駆けぬける

●-ぐりいん【グリーン】名 (1) 1 炎は

●-おもかげ【面影】名 (1) 1 月のように

●-けいと【毛糸】名 (1) 1 あみ目は

●-おらんだづくり【オランダ造り】名 (1) 1 町も

●-けしわすれる【消し忘れる】動 (1) 1 TＶの

●-おりる【降りる】動 (1) 1 おいでよと

●-けっこん【結婚】名 (1) 1 まだ

●-おれんじ【オレンジ】名 (1) 1 トンネルの

●-けれど【けれど】接 (2) 1 そこは 2 傷つく

●-おんな【女】名 (1) 1 くり出せば

●-こい【恋】名 (3) 1～2 過ぎて 3 消えて

●-がいとう【街燈】名 (2) 1～2 うるんで

●-こいびと【恋人】名 (10) 1～10 サンタクロース

●-かお【顔】名 (1) 1 合わせても

●-こいびとたち【恋人達】名 (2) 1～2 ときどき

●-かがやく【輝く】動 (3) 1 サザンクロス 2～3 街は

●-こう【斯う】副 (1) 1 して

●-かこ【過去】名 (2) 1～2 未来も

●-こうこう【高校】名 (1) 1 友達は
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●-こうじょううら【工場裏】名 (1) 1 夕陽の

●-すいせい【彗星】名 (1) 1 燃え尽きたい

●-こうや【荒野】名 (1) 1 灯りを

●-すいろ【水路】名 (1) 1 散る

●-こがらし【木枯らし】名 (2) 1～2 めくって

●-すうぃんぐする【スウィングする】動 (1) 1 イる・補

●-こきょう【故郷】名 (1) 1 冬を

●-すぎさる【過ぎ去る】動 (3) 1～3 季節

●-こころ【心】名(4)1 やさしい 2 望むなら 3 シーズンオフよ

●-すぐ【直ぐ】副 (3) 1 たずねて 2 見つけなきゃ 3 行くよと

4 かりたてる
●-ごぜん【午前】名 (1) 1 ４時

●-すこし【少し】副 (6) 1 すれば 2 濃いめに 3 悲しげに 4 離
れて 5 淋しい 6 真面目に 7～8 英語だけが

●-ごぜんいちじ【午前一時】名 (4) 1～4 空は

●-すたいる【スタイル】名 (1) 1 どうでも

●-こちら【此方】名 (1) 1 カードは

●-ずっと【ずっと】副 (3) 1 そばに 2 会いたかったの 3 手を

●-こどくだ【孤独だ】形動 (1) 1 ドアを

●-すとっく【ストック】名･道具 (1) 1 つけた

●-ことし【今年】名 (3) 1～2 たくさん 3 最初に

●-すなおだ【素直だ】形動 (2) 1～2 泣ける

●-ことば【言葉】名 (2) 1 なくて 2 して

●-すなぼこり【砂埃】名 (1) 1 舞う

●-こども【子供】名 (1) 1 ５cm の

●-する【為る】動 (1) 1 あげたくて

●-こどもじみる【子供染みる】動 (1) 1 いると

●-せかい【世界】名 (1) 1 あちこち

●-この【此の】連体 (1) 1 部屋を

●-せかいじゅう【世界中】名 (1) 1 ぼやけても

●-このごろ【此の頃】名 (1) 1 沈んで

●-ぜつぼう【絶望】名 (1) 1 宇宙に

●-こんびなあと【コンビナート】名 (1) 1 ああ

●-せなか【背中】名 (1) 1 まわす

●-さあ【さあ】感 (1) 1 Loｓt

●-ぜぶら【ゼブラ】名･動物 (2) 1～2 群れは

●-さいご【最後】名 (1) 1 線で

●-せまい【狭い】形 (1) 1 この

●-さくら【桜】名 (1) 1 季節が

●-せめて【せめて】副 (1) 1 夢の

●-さくらんぼ【桜ん坊】名 (1) 1 包みと

●-せんかいする【旋回する】動 (1) 1 イる・補

●-さっき【先】副 (1) 1 お昼の

●-そう【然う】感 (6) 1 きっと 2 どこかの 3 みんなが 4 あ

●-さびる【錆びる】動 (1) 1 船が

の 5 下着は 6 明日に

●-さようなら【左様なら】感 (2) 1 避暑地の 2 混んで

●-そして【然して】接 (4) 1～3 もう 4 粉雪

●-さらあむ【サラーム】感 (3) 1～3 モンスーン

●-そっと【そっと】副 (7) 1～2 かけよるか 3 ベッドの 4 泣

●-さる【去る】動 (1) 1 ゆく

きたかったの 5 重ねた 6 目を 7 腕を

●-しあわせ【幸せ】名 (2) 1～2 私とだけ

●-その【其の】連体 (4) 1～2 つぎを 3～4 歌が

●-しおかぜ【潮風】名 (1) 1 感じて

●-そば【側】名 (1) 1 いられるなら

●-しがつごと【四月毎】名 (1) 1 同じ

●-そら【空】名 (2) 1 降る 2 宇宙の

●-しける【時化る】動 (1) 1 海も

●-それ【其れ】名 (2) 1 以来 2 はかない

●-しずかだ【静かだ】形動 (2) 1 駅の 2 台風の

●-そんな【其んな】連体 (2) 1 かけひきも 2 驚いた

●-しぜん【自然】名 (6) 1～4 べッドで 5 雪や 6 波や

●-たいき【大気】名 (3) 1～3 中に

●-じっと【じっと】副 (2) 1～2 してね

●-たからじま【宝島】名 (1) 1 秘密の

●-しつれんする【失恋する】動 (1) 1 少し

●-たくしい【タクシー】名 (1) 1 とび込んで

●-じどうどあ【自動ドア】名 (1) 1 開けば

●-たずねる【尋ねる】動 (1) 1 ゆけないけれど

●-しばらく【暫く】副 (1) 1 したら

●-たそがれ【黄昏】名 (2) 1～2 せまる

●-しゃしん【写真】名 (1) 1 見た

●-たたずむ【佇む】動 (1) 1 あなたの

●-しゃったあ【シャッター】名 (1) 1 降りた

●-たちさる【立ち去る】動 (1) 1 ときの

●-しゃわあはうす【シュワー･ハウス】名 (1) 1 着がえて

●-たちどまる【立ち止まる】動 (1) 1 たび

●-しょうじょたち【少女達】名 (1) 1 雨に

●-たった【唯】副 (1) 1 今

●-しょうねん【少年】名 (1) 1 苦しさと

●-たなばた【七夕】名 (1) 1 パレードを

●-しょか【初夏】名 (1) 1 日は

●-たなびく【棚引く】動 (1) 1 夕映えの

●-しょくじ【食事】名 (1) 1 裏通りで

●-たばこ【煙草】名 (1) 1 先が

●-しる【知る】動 (1) 1 人は

●-たぶん【多分】副 (1) 1 外からね

●-しろい【白い】形 (1) 1 眠りぐすり

●-たま【弾】名 (1) 1 一発だけ

●-しんごうき【信号機】名 (1) 1 通りを

●-だれか【誰か】名 (1) 1 うわさして
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●-だんだん【段々】副 (3) 1 スピードを 2～3 哀しみよ

●-なんとなく【何と無く】副 (1) 1 ぼやけて

●-だんだんだだんと【dang dang と】副 (4) 1～4 DANG DANG D･

●-にあう【似合う】動 (1) 1 あの

DANG と

●-にごりみず【濁り水】名 (1) 1 波の

●-ちがう【違う】動 (1) 1 それは

●-につまる【煮詰まる】動 (1) 1 恋は

●-ちち【父】名 (2) 1～2 あなたに

●-にどと【二度と】副 (2) 1 来ない 2 会えない

●-ちっぽけだ【ちっぽけだ】形動 (1) 1 街じゅうが

●-にる【似る】動 (1) 1 イる・補

●-ちゃいむ【チャイム】名 (1) 1 鳴らし

●-ぬれる【濡れる】動 (2) 1～2 髪と

●-ちゅうぶ【チューブ】名 (1) 1 透かして

●-ねえ【ねえ】感 (2) 1～2 元気で

●-ちょうど【丁度】副 (2) 1～2 いい

●-ねおん【ネオン】名 (1) 1 星座も

●-ちょっと【一寸】副 (2) 1～2 高い

●-ねぼう【寝坊】名 (1) 1 できる

●-つき【月】名 (1) 1 よぎる

●-はあと【ハート】名 (1) 1 しまった

●-つぎつぎ【次々】副 (1) 1 消えて

●-はげしい【激しい】形 (1) 1 舞い翔ぶ

●-つく【付く】動 (1) 1 ゆけない

●-はげしすぎる【激し過ぎる】動 (1) 1 渇きも

●-つちぼこり【土埃】名 (1) 1 馬車が

●-はし【橋】名 (1) 1 かかる

●-つみとる【摘み取る】動 (1) 1 ささげたら

●-はじめて【初めて】副 (2) 1 言葉を 2 二人

●-つれる【連れる】動 (3) 1～3 ゆこうか

●-はでだ【派手だ】形動 (2) 1 シャギーを 2 ターンで

●-であう【出会う】動 (1) 1 ミステイク

●-はなしかける【話し掛ける】動 (1) 1 微笑みかえす

●-てがみ【手紙】名 (2) 1 とって 2 出せぬほど

●-はなれる【離れる】動 (1) 1 イても

●-できる【出来る】動 (2) 1～2 肩を

●-はね【跳ね】名 (1) 1 あげながら

●-てとら【テトラ】名 (1) 1 すわれば

●-はやい【早い】形 (1) 1 食べなきゃ

●-でも【でも】接(4)1～2 RASA…RASA SAYANG GEH 3 かわいい

●-はるかだ【遥かだ】形動 (1) 1 砂漠も

ね 4 これだけは

●-ひ【日】名 (3) 1～3 落ちる

●-てれすこおぷ【テレスコープ】名 (1) 1 底の

●-ひえる【冷える】動 (1) 1 心と

●-てん【天】名 (2) 1～2 大地に

●-ひかり【光】名 (1) 1 影

●-でんしゃ【電車】名 (1) 1 乗り越して

●-ひかる【光る】動 (1) 1 しぶきに

●-でんわ【電話】名 (1) 1 冷たい

●-ひぐれ【日暮れ】名 (1) 1 土手に

●-どあ【ドア】名 (2) 1 へこんだ

●-ひげ【髭】名 (1) 1 抜かれた

●-とおい【遠い】形 (3) 1 夏 2 海を 3 離れても

●-ひこうき【飛行機】名 (1) 1 なくて

●-とおく【遠く】名 (2) 1～2 あなたが

●-ひざし【日差し】名 (1) 1 影が

●-とき【時】名 (5) 1～2 河 3～5 かける

●-ひと【人】名 (4) 1～2 みな 3 勝手ね 4 車も

●-ときに【時に】副 (1) 1 泣きじゃくって

●-ひとごみ【人込み】名 (1) 1 抜けだして

●-ときめく【時めく】動 (2) 1～2 ときどきは

●-ひとびと【人々】名 (1) 1 みんな

●-どこ【何処】名 (7) 1 来て 2～5 行くの 6 行こうか 7 廃墟

●-ひとまえ【人前】名 (1) 1 冷たく

のような

●-ひなた【日向】名 (1) 1 語らう

●-どこか【何処か】名 (4) 1 半分 2～4 恋を

●-ひびわれる【罅割れる】動 (1) 1 くちびるの

●-とても【迚も】副 (2) 1～2 幸せな

●-びょうき【病気】名 (1) 1 名前は

●-どなた【何方】名 (2) 1～2 私を

●-ひよけ【日除け】名 (1) 1 椅子と

●-どんな【何んな】連体 (1) 1 離れても

●-ひらめく【閃く】動 (1) 1 予感に

●-ながい【長い】形 (2) 1 こと 2 リーグ戦

●-ひろい【広い】形 (1) 1 この

●-ながれ【流れ】名 (1) 1 音を

●-ふあんだ【不安だ】形動 (3) 1～3 明日を

●-なぐさめ【慰め】名 (1) 1 後悔も

●-ふいだ【不意だ】形動 (1) 1 贈りもの

●-なぜ【何故】副 (1) 1 とても

●-ふたり【二人】名 (8) 1～3 夕涼みは 4～5 最後に 6 きっと

●-なつかしい【懐かしい】形 (2) 1 景色へ 2 名前を

7 気づかぬ 8 知らない

●-なに【何】名 (2) 1～2 ゴールに

●-ふもと【麓】名 (1) 1 会おうと

●-なまえ【名前】名 (1) 1 知らぬ

●-ふゆごと【冬ごと】名 (2) 1～2 とどく

●-なやみごと【悩み事】名 (1) 1 とりあえず

●-ぶらいんど【ブラインド】名 (1) 1 すきまの
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●-ふりしきる【降り頻る】動 (1) 1 粉雪も

●-むね【胸】名 (1) 1 アルバム

●-ふりそそぐ【降り注ぐ】動 (1) 1 ８月の

●-むれとぶ【群れ飛ぶ】動 (1) 1 アルバトロス

●-ふりむく【振り向く】動 (2) 1 あの

●-め【目】名 (3) 1～3 そらさずに

●-ふる【振る】動 (1) 1 私に

●-もう【もう】副 (12) 1 しばらく 2～3 すぐ 4～5 すぐに 6

●-ふるい【古い】形 (1) 1 ワゴンを
●-ふるさと【古里】名 (1) 1 両親が

たくさん 7 もどれぬ 8 一度 9 少しで 10 星影も 11 誰か
と 12 二度と

●-ふるぼける【古ぼける】動 (1) 1 広告で

●-もえる【燃える】動 (2) 1～2 あなたとだけ

●-ぷろ【プロ】名 (1) 1 選手も

●-もしも【若しも】副 (1) 1 新しい

●-ぺいぶめんと【ペイブメント】名 (2) 1～2 夜更けの

●-もしや【若しや】副 (1) 1 愛は

●-へんじ【返事】名 (2) 1～2 ついたのですか

●-もっと【もっと】副 (4) 1～2 あなたの 3～4 もっと

●-ほいっぷしすぎる【ホイップし過ぎる】動 (2) 1～2 しぼむ

●-やがて【軈て】副 (2) 1 許してね 2 私は

●-ぼく【僕】名 (1) 1 前から

●-やく【焼く】動 (1) 1 来たのと

●-ぽけっと【ポケット】名 (1) 1 手を

●-やさしい【優しい】形 (2) 1 ことが 2 誓いも

●-ほし【星】名 (1) 1 町も

●-やせる【痩せる】動 (1) 1 年寄りは

●-ほしくず【星屑】名 (1) 1 こぼれそうな

●-やっと【やっと】副 (2) 1 気づいて 2 忘れかけたの

●-ほどう【舗道】名 (1) 1 よせた

●-やはり【矢張り】副 (1) 1 二人

●-ほら【ほら】感 (3) 1～2 チャイムを 3 二人で

●-やま【山】名 (2) 1～2 雪だより

●-ほんとう【本当】名 (4) 1 金色の 2 本当は 3～4 淋しい

●-やみ【闇】名 (2) 1 中に 2 すべる

●-ほんとうだ【本当だ】形動 (1) 1 孤独を

●-ゆうき【勇気】名 (1) 1 出して

●-まいばん【毎晩】名 (1) 1 どなられたよ

●-ゆうばえ【夕映え】名 (1) 1 樹氷を

●-まだ【未だ】副 (2) 1 季節 2 彼の

●-ゆうひ【夕日】名 (1) 1 まだ

●-まち【町】名 (1) 1 恋しさに

●-ゆうべ【夕べ】名 (1) 1 夢は

●-まつ【松】名 (1) 1 林と

●-ゆき【雪】名 (1) 1 抱く

●-まど【窓】名 (2) 1～2 開けて

●-ゆきかう【行き交う】動 (1) 1 クラクションも

●-まどべ【窓辺】名 (1) 1 運ばれた

●-ゆく【行く】動 (1) 1 場所を

●-まなつ【真夏】名 (2) 1 影 2 海岸で

●-ゆくさき【行く先】名 (1) 1 日付も

●-まぶしい【眩しい】形 (2) 1～2 街は

●-ゆめ【夢】名 (2) 1 見たの 2 中の

●-まるい【丸い】形 (1) 1 窓に

●-ゆるす【許す】動 (3) 1～3 今まで

●-まるで【丸で】副 (2) 1～2 電光石火

●-よあけ【夜明け】名 (1) 1 なれば

●-まわりじゅう【周り中】名 (1) 1 傷つけても

●-よいのみょうじょう【宵の明星】名 (1) 1 ふう

●-みがく【磨く】動 (1) 1 ルーフを

●-ようじ【用事】名 (1) 1 すませて

●-みじかすぎる【短か過ぎる】動 (2) 1～2 命は

●-よこがお【横顔】名 (1) 1 そっと

●-みじめだ【惨めだ】形動 (1) 1 噂が

●-よこたわる【横たわる】動 (1) 1 聞いて

●-みす･ろんりい【ミス･ロンリー】名･人 (3) 1 ５０年前の 2
紅すぎる 3 身の上話を

●-よそゆきがお【余所行き顔】名 (6) 1～6 すれちがうなら
●-よぞら【夜空】名 (1) 1 浮かんだ

●-みせ【店】名 (1) 1 名前は

●-よどみ【澱み】名 (1) 1 ない

●-みせどき【見せ時】名 (2) 1～2 肝心だから

●-よべる【呼べる】動･可 (3) 1～3 呼べずに

●-みち【道】名 (1) 1 ゆく

●-よみがえる【蘇える】動 (1) 1 メモリー

●-みつける【見付ける】動 (1) 1 流れ星

●-よる【夜】名 (1) 1 明けて

●-みつめあう【見詰め合う】動 (1) 1 食事

●-りくかぜ【陸風】名 (1) 1 ふく

●-みな【皆】名 (2) 1～2 ここに

●-りゆう【理由】名 (1) 1 きかず

●-みなも【水面】名 (1) 1 まぶしすぎて

●-りょうて【両手】名 (2) 1～2 広げて

●-みのうえ【身の上】名 (1) 1 話さなくて

●-るるる【ルルル】副 (3) 1～3 ルルル…

●-みみ【耳】名 (1) 1 切るように

●-れんらく【連絡】名 (1) 1 下さい

●-むかし【昔】名 (4) 1 おんなじ 2 アドレス帳に 3 彼に 4 友

●-わかい【若い】形 (1) 1 ころには

達は

●-わがままだ【我が侭だ】形動 (1) 1 あなただから
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●-わかる【分かる】動 (2) 1～2 いるの
●-わかれ【別れ】名 (2) 1 言葉 2 いつでも
●-わすれる【忘れる】動 (2) 1～2 Baby
●-わたし【私】名 (26) 1 もう 2 好きなのは 3 出ると 4 恋に

に
down town boy-みらい【down town boy】-【未来】名-名(3)1～3
夢
dream-かたむく【dream】-【傾く】名-動(1)1 ユく・補

5 サイテーだわ 6 あなたと 7 あなたと 8 鳩だけ 9～10 こ

dream-ごむほおす【dream】-【ゴムホース】名-名(1)1 きみが

とを 11～12 プレゼント 13 ほほ 14 胸の 15 見た 16 写真

dream-ねがいごと【dream】-【願い事】名-名(1)1 叶いそうに

や 17 冷蔵庫を 18 もう 19 明日から 20～21 あなたを 22

far-time【far】-【time】副-名(3)1～3 この

次の 23～24 目を 25 置いて 26 置いて

find-I【find】-【I】動-名(3)1～3 ついて

●-わたしたち【私達】名 (1) 1 乗せた

Friday-ぱあてぃい【Friday】-【パーティー】名-名(1)1 晩には

●-わらう【笑う】動 (1) 1 瞳に

Gloria-Gloria【Gloria】-【Gloria】名･人-名･人(2)1 静かな,2

a happy new year-あたらしい【a happy new year】-【新しい】
感-形(1)1 キスを
a happy new year-きょう【a happy new year】-【今日】感-名
(1)1 日は
a happy new year-だいすきだ【a happy new year】-【大好きだ】
感-形動(1)1 あなたの

遥かな
Gloria-しずかだ【Gloria】-【静かだ】名･人-形動(1)1 自由
Gloria-はるかだ【Gloria】-【遥かだ】名･人-形動(1)1 勝利
hand-おんな【hand】-【女】名-名(1)1 思うほど
hand-かれ【hand】-【彼】名-名(3)1 私の,2～3 手を
happy【happy】形-●(3)1～3 ●

ah-しんじゅ【ah】-【真珠】感-名(3)1～3 ピアス

have to-worry【have to】-【worry】熟･助動-動(4)1～4 worry

and-Monday【and】-【Monday】接-名(1)1 街へと

heart-さいご【heart】-【最後】名-名(6)1～3 ジェラシー,4～6

baby【baby】名-＊(1)1＊

夜明け

baby【baby】名-●(1)1 ●

heart-それ【heart】-【其れ】名-名(1)1 あの

baby-baby【baby】-【baby】名-名(2)1 ●,2 ＊

help-I【help】-【I】動-名(3)1～2 Help,3 誰も

because-I【because】-【I】接-名(5)1～5 love

hey-dream【hey】-【dream】感-名(1)1 ゴムホースで

because-you【because】-【you】接-名(1)1 say

hippy【hippy】形-●(1)1 ●

behind-I【behind】-【I】動-名(3)1～3 命

holiday-こっそり【holiday】-【こっそり】名-副(1)1 教えて

be-you【be】-【you】動-名(6)1 また,2 眠いのよ,3～5 ●,6 ＊

Hong Kong-light【Hong Kong】-【light】名-名(14)1～14 Hong Kong

blizzard-oh【blizzard】-【oh】名-感(6)1～6 Blizzard

Hong Kong-night【Hong Kong】-【night】名-名(14)1 ざわめく,2

blizzard-いそぐ【blizzard】-【急ぐ】名-動(2)1～2 心よ
blizzard-つつむ【blizzard】-【包む】名-動(2)1～2 世界を
blizzard-とざす【blizzard】-【閉ざす】名-動(2)1～2 二人を
Bombay-むこう【Bombay】-【向こう】名･地-名(1)1 西を

吸い込まれて,3～5 灯りが,6～8 揚羽の,9～11 様々な,12～
14 瑠璃色
Hong Kong-sight 【Hong Kong】-【sight】名-名(14)1～14 Hong
Kong

break-heart【break】-【heart】動-名(7)1～6 最後の,7 それは

horizon-あなた【horizon】-【貴方】名-名(1)1 奇蹟

Capricorn-たいよう【Capricorn】-【太陽】名-名(1)1 折り返え

hu hu hu-きみ【hu hu hu】-【君】感-名(3)1～3 離さない

す

hum【hum】感-●(1)1 ●

Capricorn-ひと【Capricorn】-【人】名-名(1)1 みんな

hum-しあわせ【hum】-【幸せ】感-名(1)1 祈らなく

Capricorn-もどれる【Capricorn】-【戻れる】名-動(2)1～2 情

hum-しる【hum】-【知る】感-動(3)1～3 同志は

熱に

hum-だれか【hum】-【誰か】感-名(1)1 ため

catch-I【catch】-【I】動-名(1)1～3 そこから

hum-はあと【hum】-【ハート】感-名(3)1～3 もう

daydream-やけつく【daydream】-【焼け付く】名-動(1)1 午後

hum-わたし【hum】-【私】感-名(6)1～2 hum,3 ため,4～6 せい

déjàvu-みる【déjàvu】-【見る】外仏･名-動(1)1 イた・補

hurry up-いま【hurry up】-【今】熟･動-名(1)1 急いで

do-not【do】-【not】動-副(4)1～4 have to

hurry up-こころ【hurry up】-【心】熟･動-名(3)1～3 まま

down town boy【down town boy】名-＊(1)1＊

hurry up-とても【hurry up】-【迚も】熟･動-副(2)1～2 愛して

down town boy-down town boy【down town boy】-【down town boy】

I【I】名-＊(1)1＊

名-名(2)1 Down Town Boy,2 ＊
down town boy-ふりょうだ【down town boy】-【不良だ】名-形
動(2)1～2 ふり
down town boy-まぶた【down town boy】-【瞼】名-名(2)1～2 奥
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I【I】名-●(1)1 ●
I-help【I】-【help】名-動(2)1～2 me
I-love【I】-【love】名-名(5)1～5 you
I-miss【I】-【miss】名-動(1)1 you

I-want【I】-【want】名-動(2)1～2 you

no-させる【no】-【させる】形-動(3)1 じゃまは,2 ●,3 ＊

I-you【I】-【you】名-名(3)1 say,2～3 want

oh-blizzard【oh】-【blizzard】感-名(6)1～2 急げ,3～4 閉ざ

I-いのち【I】-【命】名-名(3)1～3 つきる
I-うで【I】-【腕】名-名(3)1～3 のばして
I-そこ【I】-【其処】名-名(3)1～3 抜けだして
I-だれ【I】-【誰】名-名(1)1 来ない
I-つく【I】-【付く】名-動(3)1～3 おいで
I-ときに【I】-【時に】名-副(1)1 思い出して

せ,5～6 包め
once upon a time-じかん【once upon a time】-【時間】熟･名名(1)1 はぐれて
once upon a time-はるかだ【once upon a time】-【遥かだ】熟･
名-形動(3)1～3 過去から
putaojiu【pu2taojiu3 葡萄酒】外中･名-●(1)1 ●

I-もう【I】-【もう】名-副(2)1～2 すぐ

rasa sayang geh【rasa sayang geh】外ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･感-●(7)1～7 ●

keep off-you【keep off】-【you】熟･動-名(4)1～4 hands!

rasa sayang geh-rasa sayang geh【rasa sayang geh】-【rasa

keep on-love【keep on】-【love】熟･動-動(1)1 たまに
keep on-search【keep on】-【search】熟･動-動(1)1 迷っても
keep on-truck【keep on】-【truck】熟･動-動(3)1～3 自由な
Kobe girl-あの【Kobe girl】-【彼の】名-連体(4)1～4 とき

sayang geh】ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･感-ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･感(5)1～2 RASA SAYANG,3
～4 ラララ,5 ●
rasa sayang geh-ららら【rasa sayang geh】-【ラララ】外ｲﾝﾄﾞ
ﾈｼｱ･感-感(2)1～2 ラララ

Kobe girl-いちばん【Kobe girl】-【一番】名-副(1)1 素敵な

Ray-Ban-ごご【Ray-Ban】-【午後】名･眼鏡-名(1)1 街が

Kobe girl-かれ【Kobe girl】-【彼】名-名(2)1～2 ささやきを

reincarnation【reincarnation】名-＊(1)1＊

Kobe girl-きみ【Kobe girl】-【君】名-名(1)1 見て

reincarnation【reincarnation】名-●(5)1～5 ●

Kobe girl-くれる【Kobe girl】-【呉れる】名-動･補(4)1～4 い

remember-I【remember】-【I】動-名(3)1～2 もう,3 ときには

いのに

Saturday-けんか【Saturday】-【喧嘩】名-名(1)1 やじ馬

Kobe girl-ごめん【Kobe girl】-【御免】名-感(3)1～3 云って

say-dream【say】-【dream】動-名(1)1 願いごとは

Kobe girl-そば【Kobe girl】-【側】名-名(3)1～3 いたいだけ

say-you【say】-【you】動-名(3)1～3 want

light-Hong Kong【light】-【Hong Kong】名-名(14)1～14 Night

search-まよう【search】-【迷う】動-動(1)1 いいさ

lost-horizon【lost】-【horizon】形-名(1)1 あなたは

Shangrila【Shangrila】名･地-＊(1)1＊

love-you【love】-【you】名-名(5)1～2 Because,3 守って,4～5

Shangrila【Shangrila】名･地-●(4)1～4 ●

●

sight-Hong Kong【sight】-【Hong Kong】名-名(14)1～14 Light

love-たま【love】-【偶】動-副(1)1 けんかして

slappy【slappy】形-●(1)1 ●

marry-I【marry】-【I】動-名(3)1 You,2 ●,3 ＊

so-you【so】-【you】副-名(3)1～3 do

midnight-しろい【midnight】-【白い】名-形(1)1 冷たい

stay-dream【stay】-【dream】動-名(1)1 傾いて

midnight-にわ【midnight】-【庭】名-名(1)1 浸すよ

Sunday-なかなおり【Sunday】-【仲直り】名-名(1)1 キスして

miss-you【miss】-【you】動-名(1)1 ●

Suzie Wang-すそ【Suzie Wang】-【裾】名･人-名(1)1 割れた

Monday-まち【Monday】-【町】名-名(1)1 帰ろう

Thursday-ほか【Thursday】-【他】名-名(1)1 娘たちまで

Monday-まんいん【Monday】-【満員】名-名(1)1 夜行で

time-この【time】-【此の】名-連体(3)1～3 次

moonlight-こい【moonlight】-【恋】名-名(2)1～2 魔力

tropic of Capricorn-たいよう【tropic of Capricorn】-【太陽】

much-nothing【much】-【nothing】形-名(2)1～2 more

名-名(2)1～2 折り返えす

much-なにも【much】-【何も】形-副(1)1 こわくなんか

truck-じゆうだ【truck】-【自由だ】動-形動(3)1～3 心は

new year-まちどおしい【new year】-【待ち遠しい】名-形(1)1 ●

Tuesday-こうげん【Tuesday】-【高原】名-名(1)1 駅まで

night-あかり【night】-【明かり】名-名(3)1～3 溶け合う

um-うつす【um】-【映す】感-動(1)1 ●

night-あげは【night】-【揚羽】名-名(3)1～3 あでやかさ

um-ながれる【um】-【流れる】感-動(1)1 ●

night-さまざまだ【night】-【様々だ】名-形動(3)1～3 人生

want-I【want】-【I】動-名(2)1～2 You

night-ざわめく【night】-【ざわめく】名-動(1)1 空港へ

want-marry【want】-【marry】動-動(3)1～3 me

night-すいこむ【night】-【吸い込む】名-動(1)1 ゆくよ・補

want-you【want】-【you】動-名(2)1～2 ●

night-るりいろ【night】-【瑠璃色】名-名(3)1～3 まき散らす

watch-I【watch】-【I】動-名(3)1～3 腕を

no-no【no】-【no】形-形(3)1～3 させない

Wednesday-かれ【Wednesday】-【彼】名-名(1)1 ねらうのよ

not-have to【not】-【have to】副-熟･助動(4)1～4 worry

who-be【who】-【be】名-動(6)1～6 you？

nothing-much【nothing】-【much】名-形(3)1～2 Nothing,3 何

whoo-ただよう【whoo】-【漂う】感-動(1)1 夜明けの

も

worry-worry【worry】-【worry】動-動(4)1～4 守って
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worry-まもる【worry】-【守る】動-動(4)1～4 あげたい・補

あいいろ-ぎゃっこう【藍色】-【逆光】名-名(1)1 ●

wow【wow】感-●(3)1～3 ●

あい-かがやく【愛】-【輝く】名-動(2)1～2 舟

wow-wow【wow】-【wow】感-感(3)1 いいでしょう,2～3 ●

あい-かける【愛】-【駆ける】名-動(2)1～2 ゆく・補

wow-いつか【wow】-【何時か】感-副(1)1 車

あい-かわり【愛】-【代り】名-名(1)1 残して

wow-すくう【wow】-【救う】感-動(1)1 ＊

あい-くだけちる【愛】-【砕け散る】名-動(1)1 Wow

wow-とける【wow】-【溶ける】感-動(1)1 流れて

あいしあう-しんし【愛し合う】-【紳士】動-名(1)1 朝焼け

wow-どしゃぶり【wow】-【土砂降り】感-名(1)1 夜の

あいしすぎる-いる【愛し過ぎる】-【居る】動-動･補(1)1 Wow

wow-みとどける【wow】-【見届ける】感-動(1)1 ●

あいする-あいする【愛する】-【愛する】動-動(4)1～4 いる・

wow-よい【wow】-【良い】感-形(1)1 じゃまは

補

you【you】名-＊(1)1＊

あいする-あの【愛する】-【彼の】動-連体(1)1 人は

you【you】名-●(8)1～8 ●

あいする-いう【愛する】-【言う】動-動(1)1 くれない

you-because【you】-【because】名-接(2)1～2 I

あいする-いる【愛する】-【居る】動-動･補(13)1 云った,2～3 細

you-do【you】-【do】名-動(4)1～4 not

い,4 ことを,5 その,6～8 うちに,9～12 ●,13 ＊

you-hand【you】-【hand】名-名(4)1 女が,2～3 彼から,4 彼は

あいする-きもち【愛する】-【気持ち】動-名(1)1 憎んだ

you-say【you】-【say】名-動(3)1～3 you

あいする-くれる【愛する】-【呉れる】動-動･補(1)1 女なら

you-want【you】-【want】名-動(5)1～2 me,3～5 to marry

あいする-ずっと【愛する】-【ずっと】動-副(1)1 ずっと

you-ねむい【you】-【眠い】名-形(1)1 瞼

あいする-ため【愛する】-【為】動-名(6)1～4 愛する,5～6 誰

you-また【you】-【又】名-副(1)1 いつか

もが

you-まもる【you】-【守る】名-動(1)1 あげたい・補

あいする-だれか【愛する】-【誰か】動-名(2)1～2 乗せよう

ああ-あの【嗚呼】-【彼の】感-連体(1)1 ときに

あいする-とき【愛する】-【時】動-名(1)1 ゆく

ああ-ある【嗚呼】-【或る】感-連体(1)1 とき

あいする-なんでも【愛する】-【何でも】動-副(1)1 手に

ああ-いつ【嗚呼】-【何時】感-名(1)1 速い

あいだ【間】名-●(1)1 ●

ああ-いつしか【嗚呼】-【何時しか】感-副(1)1 風は

あいたさ-たえかねる【会いたさ】-【絶えかねる】名-動(2)1～2

ああ-おなじ【嗚呼】-【同じ】感-形動(1)1 ビーチで

Wow

ああ-かぜ【嗚呼】-【風】感-名(1)1 鳴って

あい-たびする【愛】-【旅する】名-動(2)1 ある,2 ときには

ああ-きらめく【嗚呼】-【煌めく】感-動(1)1 いた・補

あい-ため【愛】-【為】名-名(2)1～2 あるの

ああ-ここ【嗚呼】-【此処】感-名(5)1～5 来たけれども

あい-ちかいあう【愛】-【誓い合う】名-動(1)1 ●

ああ-このまま【嗚呼】-【此の侭】感-連(2)1～2 時間を

あいつ-みかける【彼奴】-【見掛ける】名-動(1)1 夜の

ああ-こんや【嗚呼】-【今夜】感-名(1)1 ちがう

あいて-かたい【相手】-【堅い】名-形(1)1 仕事と

ああ-しばらく【嗚呼】-【暫く】感-副(1)1 孤独を

あいて-たおす【相手】-【倒す】名-動(1)1 わかる

ああ-すこし【嗚呼】-【少し】感-副(2)1 何も,2 ああ

あい-どこ【愛】-【何処】名-名(1)1 旅立つのか

ああ-つきひ【嗚呼】-【月日】感-名(1)1 去るので

あいどる-うみべ【アイドル】-【海辺】名-名(1)1 とばして

ああ-できる【嗚呼】-【出来る】感-動(1)1 ことが

あいどる-みな【アイドル】-【皆】名-名(1)1 ここに

ああ-とおく【嗚呼】-【遠く】感-名(2)1～2 あなたが

あい-にる【愛】-【似る】名-動(1)1 イる・補

ああ-とき【嗚呼】-【時】感-名(5)1～5 さざ波

あい-ふうじこめる【愛】-【封じ込める】名-動(1)1 ●

ああ-どこ【嗚呼】-【何処】感-名(1)1 来るの

あい-もどる【愛】-【戻る】名-動(1)1 そんな

ああ-とこしえだ【嗚呼】-【常しえだ】感-形動(1)1 やって来る

あい-やがて【愛】-【軈て】名-副(1)1 来る

ああ-なつかしい【嗚呼】-【懐かしい】感-形(2)1～2 あなたが

あう【会う】動-●(1)1 ●

ああ-ふね【嗚呼】-【船】感-名(3)1～3 つながれ

あう-あの【会う】-【彼の】動-連体(1)1 気持を

ああ-ほんとうだ【嗚呼】-【本当だ】感-形動(1)1 ことを

あう-いやだ【会う】-【嫌だ】動-形動(1)1 あの

ああ-みせ【嗚呼】-【店】感-名(1)1 さびれて

あう-いる【合う】-【居る】動-動･補(1)1 いつも

ああ-もう【嗚呼】-【もう】感-副(1)1 すぐ

あう-くれる【会う】-【呉れる】動-動･補(1)1 あなたさえ

ああ-ゆうべ【嗚呼】-【夕べ】感-名(1)1 みんな

あう-こと【会う】-【事】動-名(1)1 なかった

ああ-ゆるす【嗚呼】-【許す】感-動(1)1 今まで

あう-すたあと【会う】-【スタート】動-名(1)1 切った

ああ-らいと【嗚呼】-【ライト＜光＞】感-名(1)1 つけて

あう-せ【合う】-【背】動-名(1)1 ちがう

あい-いる【愛】-【要る】名-動(1)1 もう

あう-ちゃんす【会う】-【チャンス】動-名(1)1 ないもの
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あう-ちょっと【会う】-【一寸】動-副(1)1 綺麗に

あける-いき【開ける】-【息】動-名(1)1 白く

あう-でんわ【会う】-【電話】動-名(1)1 覚えて

あげる-いたみ【上げる】-【痛み】動･補-名(1)1 哀しいわ

あう-ひと【会う】-【人】動-名(1)1 あなたで

あける-いっしょに【開ける】-【一緒に】動-副(2)1～2 暮らそ

あう-ひとめ【会う】-【一目】動-名(1)1 仕方なくても
あう-まぶしい【会う】-【眩しい】動-形(1)1 午後の

う
あける-かぜ【開ける】-【風】動-名(2)1～2 入れて

あう-むかし【会う】-【昔】動-名(1)1 戻って

あける-くる【明ける】-【来る】動-動･補(1)1 窓の

あう-ゆく【会う】-【行く】動-動(1)1 ときの

あける-なみ【開ける】-【波】動-名(1)1 きこうよ………

あう-ゆける【会う】-【行ける】動-動(1)1 近さだったね

あげる-はしる【上げる】-【走る】動-動(2)1～2 いた・補

あう-わたし【会う】-【私】動-名(1)1 どんな

あげる-ほか【上げる】-【他】動･補-名(1)1 何

あえる【会える】動-●(1)1 ●

あげる-まがる【上げる】-【曲る】動-動(1)1 バスは

あえる-あき【会える】-【秋】動-名(1)1 大連

あける-みる【開ける】-【見る】動-動･補(1)1 はじめて

あえる-あの【会える】-【彼の】動-連体(4)1～3 人に,4 人へ

あける-よい【開ける】-【良い】動-形･補(1)1 ときめく

あえる-とき【会える】-【時】動-名(2)1 あなたの,2 凍らせて

あご-のせる【顎】-【乗せる】名-動(1)1 耳元で

あえる-ばしょ【会える】-【場所】動-名(1)1 ひとりで

あさ【朝】名-●(2)1～2 ●

あえる-はず【会える】-【筈】動-名(1)1 ない

あさい-ぎゃくもどり【浅い】-【逆戻り】形-名(1)1 天気も

あえる-ほう【会える】-【方】動-名(1)1 いいのね

あさ-いちば【朝】-【市場】名-名(1)1 ●

あおい-あおい【青い】-【青い】形-形(1)1 河を

あさ-でてくる【朝】-【出て来る】名-動(1)1 忘れちゃ

あおい-あさ【青い】-【朝】形-名(2)1～2 ●

あさ-ない【朝】-【無い】名-形･補(1)1 白夜の

あおい-かわ【青い】-【川】形-名(1)1 流れて

あさ-みな【朝】-【皆】名-名(1)1 笑う

あおい-こころ【青い】-【心】形-名(1)1 海に

あさ-むかえる【朝】-【迎える】名-動(1)1 ことも

あおい-せばんごう【青い】-【背番号】形-名(1)1 確かめて

あざやかだ-ひかり【鮮やかだ】-【光】形動-名(1)1 踊りだすよ

あおい-よる【青い】-【夜】形-名(1)1 ●

あさ-やがて【朝】-【軈て】名-副(1)1 雨に

あかい-だうん【赤い】-【ダウン】形-名(1)1 腕を

あさやけ-うみべ【朝焼け】-【海辺】名-名(1)1 ●

あかい-ともる【赤い】-【灯る】形-動(1)1 たび

あさやけ-まえ【朝焼け】-【前】名-名(1)1 姿を

あかい-もえる【赤い】-【燃える】形-動(1)1 ●

あさやけ-ゆうばえ【朝焼け】-【夕映え】名-名(1)1 果てしなく

あかしあ-かおり【アカシア】-【香り】名･植物-名(1)1 今も

あした-あう【明日】-【会う】名-動(1)1 ●

あかすぎる-くちべに【赤過ぎる】-【口紅】動-名(1)1 肩の

あした-かわる【明日】-【変わる】名-動(1)1 悪ぶって

あかり【明かり】名-●(2)1～2 ●

あした-こと【明日】-【事】名-名(1)1 わからないけど

あかり-keep on【明かり】-【keep on】名-熟･動(1)1 searching

あした-ずっと【明日】-【ずっと】名-副(1)1 ＊

あかり-とけあう【明かり】-【溶け合う】名-動(3)1～3 ●

あした-だぶる【明日】-【ダブル】名-名(1)1 飲み干す

あかるい-ばしょ【明るい】-【場所】形-名(1)1 ●

あした-なる【明日】-【為る】名-動(1)1 私も

あきあきする-しる【飽き飽きする】-【知る】動-動(1)1 イて・

あした-わらいとばす【明日】-【笑い飛ばす】名-動(2)1～2 み

補

んな

あき-だいれん【秋】-【大連】名-名･地(1)1 ●

あし-むく【足】-【剥く】名-動(1)1 あの

あきち-いま【空き地】-【今】名-名(1)1 ビルが

あしもと-あやうい【足元】-【危うい】名-形(1)1 する

あきち-ふたり【空き地】-【二人】名-名(1)1 愛を

あすふぁると-ひたす【アスファルト】-【浸す】名-動(1)1 あの

あき-ゆうひ【秋】-【夕日】名-名(1)1 細く

あせる-しゃしん【褪せる】-【写真】動-名(1)1 あなたの

あきらめる【諦める】動-●(4)1～4 ●

あせる-ばたあ【褪せる】-【バター】動-名(1)1 香りが

あくせる-ふかす【アクセル】-【吹かす】名-動(3)1～3 keep on

あそびにん【遊び人】名-●(3)1～3 ●

あげは-あでやかさ【揚羽】-【艶やかさ】名-名(3)1～3 ●

あそぶ-かげ【遊ぶ】-【影】動-名(1)1 果てない

あける【開ける】動-●(2)1～2 ●

あそぶ-にわ【遊ぶ】-【庭】動-名(1)1 ●

あげる【上げる】動･補-＊(1)1＊

あたえる【与える】動-＊(1)1＊

あげる【上げる】動･補-●(1)1 ●

あたえる-もう【与える】-【もう】動-副(1)1 一度だけ

あける【明ける】動-●(1)1 ●

あたたかい-あさ【暖かい】-【朝】形-名(1)1 やがて

あげる-ああ【上げる】-【嗚呼】動･補-感(1)1 できない

あたらしい-きす【新しい】-【キス】形-名(1)1 下さい

あげる-あなた【上げる】-【貴方】動･補-名(3)1～3 苦しめる

あたらしい-こいびと【新しい】-【恋人】形-名(4)1～3 ●,4 ＊
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あたらしい-この【新しい】-【此の】形-連体(1)1 めぐり逢いが

あなた-おちゃ【貴方】-【御茶】名-名(1)1 飲んで

あたらしい-だいありい【新しい】-【ダイアリー】形-名(1)1 ＊

あなた-おふぃす【貴方】-【オフィス】名-名(1)1 今頃

あたらしい-びる【新しい】-【ビル】形-名(1)1 消されて

あなた-おもい【貴方】-【思い】名-名(1)1 つのらせるから

あたり-こえ【辺り】-【声】名-名(1)1 ならない

あなた-おもいで【貴方】-【思い出】名-名(2)1～2 つれて

あたり-つまむ【辺り】-【撮む】名-動(1)1 歩いて

あなた-かけはし【貴方】-【掛け橋】名-名(2)1～2 淋しいから

あたり-のせる【辺り】-【乗せる】名-動(1)1 イって→ゆく・補

あなた-かた【貴方】-【肩】名-名(1)1 かける

あちこち-め【彼方此方】-【目】名-名(1)1 映らない

あなた-かたわら【貴方】-【傍ら】名-名(1)1 飛んで

あつい-うで【熱い】-【腕】形-名(1)1 中で

あなた-かのじょ【貴方】-【彼女】名-名(2)1～2 彼とで

あつい-かぜ【熱い】-【風】形-名(1)1 吹く

あなた-かみ【貴方】-【髪】名-名(1)1 束ね

あつい-くも【厚い】-【雲】形-名(1)1 動いて

あなた-かんじる【貴方】-【感じる】名-動(2)1～2 ことが

あつい-しせん【熱い】-【視線】形-名(1)1 あの

あなた-きこえる【貴方】-【聞こえる】名-動(1)1 声が

あつい-なみのり【熱い】-【波乗り】形-名(1)1 ●

あなた-きず【貴方】-【傷】名-名(1)1 負った

あつい-ひとみ【熱い】-【瞳】形-名(1)1 交せなくても

あなた-きせき【貴方】-【奇蹟】名-名(1)1 おこす

あつい-もえる【熱い】-【燃える】形-動(3)1～3 イた・補

あなた-きっと【貴方】-【急度】名-副(1)1 来ると

あつまる【集まる】動-●(1)1 ●

あなた-きのう【貴方】-【昨日】名-名(1)1 せめて

あつめる-みずしぶき【集める】-【水飛沫】動-名(1)1 忘れかけ

あなた-きょう【貴方】-【今日】名-名(1)1 めぐり逢うまでは

て

あなた-くぎづけ【貴方】-【釘付け】名-名(1)1 ●

あてど-ない【当て所】-【無い】名-形(2)1～2 旅

あなた-くちびる【貴方】-【唇】名-名(1)1 愛して

あて-ない【当て】-【無い】名-形(1)1 むかえに

あなた-くるしみ【貴方】-【苦しみ】名-名(1)1 わかって

あでやかさ【艶やかさ】名-●(3)1～3 ●

あなた-くるしめる【貴方】-【苦しめる】名-動(3)1～3 全ての

あてる-てがみ【当てる】-【手紙】動-名(1)1 きのう

あなた-ぐれい【貴方】-【グレイ】名-名･色(2)1～2 汚染に

あと【後】名-●(2)1～2 ●

あなた-けれど【貴方】-【けれど】名-接(1)1 とても

あと-おもいきり【後】-【思い切り】名-副(1)1 泣いた

あなた-こころ【貴方】-【心】名-名(1)1 友達の

あと-とおく【後】-【遠く】名-名(1)1 見つめる

あなた-こと【貴方】-【事】名-名(2)1 胸に,2 それでも

あと-ひかる【後】-【光る】名-動(1)1 水平線

あなた-こわい【貴方】-【怖い】名-形(1)1 ない･補

あと-みな【後】-【皆】名-副(1)1 夢だと

あなた-しごと【貴方】-【仕事】名-名(1)1 遠くへ

あどれすちょう-あい【アドレス帳】-【愛】名-名(1)1 封じ込め

あなた-しゃつ【貴方】-【シャツ】名-名(1)1 ひじの

て
あなた【貴方】名-●(2)1～2 ●
あなた-hum【貴方】-【hum】名-感(2)1～2 私にさえ
あなた-Ray-Ban【貴方】-【Ray-Ban】名-名･眼鏡(1)1 午後の

あなた-すがた【貴方】-【姿】名-名(2)1 見つけられそうに,2 か
き消す
あなた-すきだ【貴方】-【好きだ】名-形動(2)1 なった,2 あな
ただけが

あなた-あい【貴方】-【愛】名-名(1)1 どこへ

あなた-すこし【貴方】-【少し】名-副(2)1～2 わかりたいから

あなた-あいする【貴方】-【愛する】名-動(1)1 ずっと

あなた-すてきだ【貴方】-【素敵だ】名-形動(3)1～3 Down Town

あなた-あう【貴方】-【会う】名-動(2)1 チャンスは,2 イるか
ら・補

Boy
あなた-せ【貴方】-【背】名-名(2)1 しがみついた,2 ひくい

あなた-あと【貴方】-【後】名-名(1)1 ●

あなた-せい【貴方】-【所為】名-名(3)1～3 hum

あなた-あなた【貴方】-【貴方】名-名(3)1～2 感じる,3 きこえ

あなた-そば【貴方】-【側】名-名(1)1 走って

る

あなた-だいじだ【貴方】-【大事だ】名-形動(1)1 素敵な

あなた-あの【貴方】-【彼の】名-連体(1)1 娘と

あなたたち【貴方達】名-＊(1)1＊

あなた-ある【貴方】-【有る】名-動(3)1～2 いつも,3 はやく

あなた-たつ【貴方】-【立つ】名-動(1)1 いるかしら・補

あなた-いきる【貴方】-【生きる】名-動(1)1 イたら・補

あなた-ため【貴方】-【為】名-名(2)1 hum,2 hum

あなた-いたずらだ【貴方】-【徒らだ】名-形動(1)1 失くしそう

あなた-ちかく【貴方】-【近く】名-名(2)1 ゆくわ,2 ゆくわ

な

あなた-つく【貴方】-【付く】名-動(1)1 行った→ゆく・補

あなた-いまごろ【貴方】-【今頃】名-名(2)1～2 淋しく

あなた-つめたい【貴方】-【冷たい】名-形(3)1～3 人

あなた-いる【貴方】-【居る】名-動(4)1 はじめての

あなた-であえる【貴方】-【出会える】名-動(1)1 しなかったで

あなた-いる【貴方】-【居る】名-動(1)2～4 よかった
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しょ

あなた-でてくる【貴方】-【出て来る】名-動(1)1 ●

あの-ころ【彼の】-【頃】連体-名(6)1 あなたへ,2～6 二人は

あなた-てのうち【貴方】-【手の内】名-名(1)1 クィーンが

あの-じぶん【彼の】-【自分】連体-名(1)1 せい

あなた-ともだち【貴方】-【友達】名-名(1)1 街で

あの-せんそう【彼の】-【戦争】連体-名(1)1 続くから

あなた-どんな【貴方】-【何んな】名-連体(1)1 娘も

あの-でぃすこ【彼の】-【ディスコ】連体-名(1)1 ●

あなた-なし【貴方】-【無し】名-名(2)1 ●,2 ＊

あの-どあ【彼の】-【ドア】連体-名(1)1 たたく

あなた-なに【貴方】-【何】名-名(1)1 見えた

あの-とき【彼の】-【時】連体-名(7)1 青い,2 ゆられて,3～7 さ

あなた-にあう【貴方】-【似合う】名-動(2)1～2 春の

らって

あなた-のぞむ【貴方】-【望む】名-動(1)1 捨てられなかった

あの-なつ【彼の】-【夏】連体-名(2)1 島の,2 恋の

あなた-はこぶ【貴方】-【運ぶ】名-動(2)1～2 くれた

あの-ねおん【彼の】-【ネオン】連体-名(1)1 影の

あなた-はなす【貴方】-【離す】名-動(1)1 ●

あの-ひ【彼の】-【日】連体-名(6)1 ダンス,2 近所で,3 最後の,

あなた-はなす【貴方】-【話す】名-動(2)1 遠い,2 ●
あなた-はね【貴方】-【跳ね】名-名(1)1 あげながら
あなた-ひ【貴方】-【日】名-名(1)1 焼けそう
あなた-ひょうじょう【貴方】-【表情】名-名(1)1 見たい

4～5 別れを,6 ●
あの-ひと【彼の】-【人】連体-名(15)1 タイムを,2 愛の,3 愛
して,4 引越しする,5 噂が,6 おでこの,7 残して,8 途切れ
た,9～11 届かせて,12 まだ,13 立って,14 旅を,15 輪郭が

あなた-ふさわしい【貴方】-【相応しい】名-形(1)1 私じゃ

あの-ひとたち【彼の】-【人達】連体-名(1)1 パーティーは

あなた-ふたり【貴方】-【二人】名-名(1)1 ため

あの-ほいっする【彼の】-【ホイッスル】連体-名(1)1 ●

あなた-ぷろぽおず【貴方】-【プロポーズ】名-名(1)1 気まぐれ

あの-むすめ【彼の】-【娘】連体-名(2)1 結婚するけれど,2 投

に

げたって

あなた-へや【貴方】-【部屋】名-名(1)1 凍る

あの-ゆめ【彼の】-【夢】連体-名(1)1 せめて

あなた-まぶしい【貴方】-【眩しい】名-形(2)1～2 草野球

あびる-わたし【浴びる】-【私】動-名(1)1 誰？

あなた-みつける【貴方】-【見付ける】名-動(3)1 Nothing,2～3

あぶない-いきる【危ない】-【生きる】形-動(1)1 だめなの

●
あなた-みつめる【貴方】-【見詰める】名-動(2)1 イる・補,2 イ
る・補
あなた-むね【貴方】-【胸】名-名(4)1～4 くすぶる
あなた-めぐりあう【貴方】-【巡り合う】名-動(1)1 ために
あなた-もっと【貴方】-【もっと】名-副(1)1 憎みたかった
あなた-もとめる【貴方】-【求める】名-動(5)1～2 イる・補,3
～5 ●

あぶらかだぶら-かれ【アブラカダブラ】-【彼】名-名(1)1 脱ぎ
捨てた
あぶらかだぶら-それ【アブラカダブラ】-【其れ】名-名(1)1 効
かない
あぶらかだぶら-ばけつ【アブラカダブラ】-【バケツ】名-名(1)1
月を
あふれる【溢れる】動-●(1)1 ●
あふれる-くれる【溢れる】-【呉れる】動-動･補(1)1 かわりに

あなた-ゆめ【貴方】-【夢】名-名(1)1 私に

あまい-よりそう【甘い】-【寄り添う】形-動(1)1 頃は

あなた-ようきだ【貴方】-【陽気だ】名-形動(3)1～3 学校一の

あまえかた【甘え方】名-●(1)1 ●

あなた-よこぎる【貴方】-【横切る】名-動(1)1 ●

あまおと-とざす【雨音】-【閉ざす】名-動(1)1 Wow

あなた-よぶ【貴方】-【呼ぶ】名-動(2)1～2 いる・補

あまおと-なる【雨音】-【為る】名-動(1)1 まわる

あなたらしい-さいこうだ【貴方らしい】-【最高だ】形-形動(1)1

あまぐも-つれる【雨雲】-【連れる】名-動(1)1 レビューを

●
あなた-わかる【貴方】-【分かる】名-動(1)1 そのうちに
あなた-わすれる【貴方】-【忘れる】名-動(2)1 ここに,2 いろ
んな
あなた-わたし【貴方】-【私】名-名(4)1 グレイの,2 気づくよ
り,3 形が,4 もとから

あまりだ-たのしい【余りだ】-【楽しい】形動-形(1)1 はやく
あまり-もてる【余り】-【持てる】副-動(1)1 Wow
あみめ-くりかえす【網目】-【繰り返す】名-動(1)1 呪文
あむ-みせる【編む】-【見せる】動-動･補(1)1 ●
あむ-もう【編む】-【もう】動-副(1)1 一度
あめ-うつ【雨】-【打つ】名-動(1)1 コスモスのように

あなた-わるい【貴方】-【悪い】名-形(1)1 恋に

あめ-きえる【雨】-【消える】名-動(2)1 ●,2 ＊

あにき-でんわ【兄貴】-【電話】名-名(1)1 取り次がないの

あめ-なか【雨】-【中】名-名(3)1～2 冷たい,3 ●

あの-がれえじ【彼の】-【ガレージ】連体-名(1)1 ●

あめ-なる【雨】-【為る】名-動(2)1 眠った,2 ●

あの-きもち【彼の】-【気持ち】連体-名(1)1 何と

あめ-はこぶ【雨】-【運ぶ】名-動(1)1 くれる

あの-こ【彼の】-【子】連体-名(3)1 急に,2 今も,3 素敵

あめふり-せんろ【雨降り】-【線路】名-名(1)1 へだて

あの-こい【彼の】-【恋】連体-名(1)1 ついに

あめ-わたし【雨】-【私】名-名(1)1 はだしで
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あやうい-する【危うい】-【為る】形-動(1)1 あなたの

あんな-つよい【彼んな】-【強い】連体-形(1)1 愛した

あやしい-たちのぼる【怪しい】-【立ち昇る】形-動(1)1 光は

あんな-ないいぶだ【彼んな】-【ナイーブだ】連体-形動(1)1 ひ

あやしい-ゆれはじめる【怪しい】-【揺れ始める】形-動(1)1 ●

とには

あやまち-くりかえす【過ち】-【繰り返す】名-動(1)1 しれない

あんぷ-ひ【アンプ】-【火】名-名(1)1 入れて

あらし-あと【嵐】-【後】名-名(1)1 光る

いいえ-わたし【否】-【私】感-名(1)1 退屈な

あらわれる【現われる】動-●(1)1 ●

いいかげんだ-わたし【良い加減だ】-【私】形動-名(1)1 こと

ありがとう【有り難う】感-●(1)1 ●

いう【言う】動-●(5)1～5 ●

ある【有る】動-●(8)1～8 ●

いう-くれる【言う】-【呉れる】動-動･補(1)1 あなたは

ある-あるきかた【有る】-【歩き方】動-名(1)1 ●

いう-ころ【言う】-【頃】動-名(1)1 この

ある-いつも【有る】-【何時も】動-副(2)1 いつも,2 いつも

いう-こんや【言う】-【今夜】動-名(1)1 ８時に

あるきかた【歩き方】名-●(1)1 ●

いう-しる【言う】-【知る】動-動(1)1 イる・補

あるきだす【歩き出す】動-●(1)1 ●

いう-すぐ【言う】-【直ぐ】動-副(2)1～2 すぐに

あるく【歩く】動-●(2)1 ●,2 ●

いう-どあ【言う】-【ドア】動-名(1)1 開けないわ

あるく-あつい【歩く】-【熱い】動-形(1)1 風

いう-とおり【言う】-【通り】動-名(1)1 先は

あるく-いる【歩く】-【居る】動-動･補(6)1～5 ●,6 ＊

いう-ひそかだ【言う】-【密かだ】動-形動(1)1 めあては

あるく-うわさ【歩く】-【噂】動-名(1)1 きこえる

いう-ほしい【言う】-【欲しい】動-形･補(3)1～3 ない･補

あるく-おもいで【歩く】-【思い出】動-名(1)1 腕を

いう-ほほえむ【言う】-【微笑む】動-動(1)1 あの

あるく-かれ【歩く】-【彼】動-名(1)1 話すと

いう-やがて【言う】-【軈て】動-副(1)1 花は

あるく-なる【歩く】-【為る】動-動(1)1 けれど

いう-よい【言う】-【良い】動-形･補(1)1 方法

あるく-ゆく【歩く】-【行く】動-動･補(1)1 ●

いう-わたし【言う】-【私】動-名(1)1 ウィンクして

あるける-わたし【歩ける】-【私】動-名(2)1～2 もう

いえる【言える】動-＊(1)1＊

ある-だれ【有る】-【誰】動･補-名(1)1 忘れて

いえる【言える】動-●(1)1 ●

ある-とき【或る】-【時】連体-名(2)1 遠い,2 年

いかがだ-にこにこ【如何だ】-【にこにこ】形動-副(1)1 テーブ

ある-どれ【有る】-【何れ】動-名(1)1 はしかばかり
あるばとろす-あいいろ【アルバトロス】-【藍色】名-名(1)1 逆
光

ルを
いき-かける【息】-【掛ける】名-動(1)1 みがく
いき-ころす【息】-【殺す】名-動(1)1 トンボを

あるばむ-とじる【アルバム】-【閉じる】名-動(1)1 日が

いき-しろい【息】-【白い】名-形(1)1 なった

ある-はやい【有る】-【早い】動･補-形(1)1 はやく

いきる-いる【生きる】-【居る】動-動･補(1)1 そぞろ

ある-ひ【或る】-【日】連体-名(1)1 遠い

いきる-だめだ【生きる】-【駄目だ】動-形動(1)1 ●

ある-ほしい【有る】-【欲しい】動･補-形･補(1)1 ●

いきる-ゆける【生きる】-【行ける】動-動補(1)1 ●

ある-ららら【有る】-【ラララ】動-感(1)1 ラララ

いくえにも-こだま【幾重にも】-【木霊】副-名(1)1 かえる

あれ-いくつ【彼れ】-【幾つ】名-名(1)1 冬が

いくおく-たいこ【幾億】-【太鼓】名-名(1)1 響きだし

あれ-しあわせだ【彼れ】-【幸せだ】名-形動(1)1 して

いくつ-こい【幾つ】-【恋】名-名(1)1 生まれたり

あわい-くちべに【淡い】-【口紅】形-名(1)1 ひとつ

いくつ-ふゆ【幾つ】-【冬】名-名(1)1 めぐり来たでしょう

あわせる-かわす【合わせる】-【交わす】動-動(1)1 微笑みに

いくど【幾度】名-●(1)1 ●

あわせる-もどる【合わせる】-【戻る】動-動(1)1 ことの

いくにん-かっぷる【幾人】-【カップル】名-名(1)1 昔

あわてる-おきる【慌てる】-【起きる】動-動(1)1 頃

いけない【行けない】形･補-●(1)1 ●

あわてる-とぶ【慌てる】-【飛ぶ】動-動(1)1 ゆくの・補

いけない-けっして【行けない】-【決して】形･補-副(1)1 出て

あわてる-とめる【慌てる】-【止める】動-動(1)1 来るよ
あわ-なか【泡】-【中】名-名(2)1～2 人魚に
あわれむ-このまま【哀れむ】-【此の侭】動-連(1)1 冷めだす

は
いけない-でる【行けない】-【出る】形･補-動(3)1～2 いけない,3
＊

あんこく-つつみこむ【暗黒】-【包み込む】名-動(1)1 幾億の

いこく【異国】名-●(2)1～2 ●

あんてな-くちべに【アンテナ】-【口紅】名-名(1)1 発信機の

いこく-しろい【異国】-【白い】名-形(1)1 街でも

あんない【案内】名-●(1)1 ●

いす-にぎわう【椅子】-【賑わう】名-動(1)1 通り

あんな-きもち【彼んな】-【気持ち】連体-名(2)1～2 夢を

いす-ひどい【椅子】-【酷い】名-形(1)1 冷たく

あんな-だんす【彼んな】-【ダンス】連体-名(1)1 二度と

いすらえる-もじ【イスラエル】-【文字】名･国-名(1)1 ●
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いそがしい【忙しい】形-●(1)1 ●

いつ-くる【何時】-【来る】名-動(1)1 オールマイティー

いそがしい-ちょうし【忙しい】-【調子】形-名(1)1 いかが

いつ-こい【何時】-【恋】名-名(2)1～2 オールマイティー

いそがしい-ぱぱ【忙しい】-【パパ】形-名(1)1 派手好きな

いつ-こころ【何時】-【心】名-名(2)1～2 送って

いそぎあし【急ぎ足】名-●(1)1 ●

いつしか-あなた【何時しか】-【貴方】副-名(3)1～3 見つける

いそぐ【急ぐ】動-●(1)1 ●

いつしか-かぜ【何時しか】-【風】副-名(1)1 凪いで

いそぐ-かぜ【急ぐ】-【風】動-名(1)1 なるの

いつしか-たな【何時しか】-【棚】副-名(1)1 片隅に

いそぐ-こころ【急ぐ】-【心】動-名(2)1～2 ●

いっしょ-じかん【一緒】-【時間】名-名(1)1 あまりに

いそぐ-また【急ぐ】-【又】動-副(1)1 白い

いっしょに-かえれる【一緒に】-【帰れる】副-動(1)1 ぼくには

いそぐ-みる【急ぐ】-【見る】動-動･補(1)1 叫ぶような

いっしょに-くらす【一緒に】-【暮らす】副-動(5)1～4 ●,5 ＊

いそぐ-ゆうひ【急ぐ】-【夕日】動-名(1)1 ランデヴー

いっしょに-すべる【一緒に】-【滑る】副-動(1)1 約束を

いたい-しろい【痛い】-【白い】形-形(1)1 村へ

いっしょに-みつける【一緒に】-【見付ける】副-動(6)1 心の,2

いたい-すいこむ【痛い】-【吸い込む】形-動(1)1 ●

～6 伝説の

いたい-だきしめる【痛い】-【抱き締める】形-動(1)1 ●

いっそ-たおす【いっそ】-【倒す】副-動(1)1 なる

いだく-みね【抱く】-【峰】動-名(1)1 ゆく手に

いつ-つきあう【何時】-【付き合う】名-動(1)1 いる・補

いたす-へんじ【致す】-【返事】動-名(1)1 出したわ

いつ-ばかだ【何時】-【馬鹿だ】名-形動(1)1 娘で

いたずら-いう【悪戯】-【言う】名-動(1)1 ●

いっぱつ-うらめ【一発】-【裏目】名-名(1)1 出た

いたずらだ【徒らだ】形動-＊(1)1＊

いつ-はな【何時】-【鼻】名-名(1)1 すすった

いたずらだ-いたずらだ【徒らだ】-【徒らだ】形動-形動(1)1 ＊

いつ-はやい【何時】-【速い】名-形(1)1 列車

いたずらだ-なくす【徒らだ】-【無くす】形動-動(1)1 星空の

いつ-ひ【何時】-【日】名-名(1)1 老人は

いたみ-かなしい【痛み】-【悲しい】名-形(1)1 どんなに

いつも【何時も】副-＊(1)1＊

いためる-ああ【痛める】-【嗚呼】動-感(1)1 少しづつ

いつも【何時も】副-●(1)1 ●

いためる-とどく【痛める】-【届く】動-動(1)1 答えを

いつも-いつも【何時も】-【何時も】副-副(2)1 ●,2 ＊

いちど【一度】名-●(1)1 ●

いつも-きがるだ【何時も】-【気軽だ】副-形動(1)1 誘い合えた

いちど-あんな【一度】-【彼んな】名-連体(2)1～2 気持で

いつも-ちかく【何時も】-【近く】副-名(1)1 いて

いちど-かれ【一度】-【彼】名-名(1)1 ふりむかせて

いつ-わたし【何時】-【私】名-名(1)1 眼鏡を

いちど-する【一度】-【為る】名-動(2)1～2 思いませんか

いなか-えき【田舎】-【駅】名-名(1)1 ●

いちど-つかえる【一度】-【使える】名-動(1)1 今は

いのち-あい【命】-【愛】名-名(2)1～2 ためだけに

いちど-めぐりあう【一度】-【巡り合う】名-動(1)1 ●

いのち-つきる【命】-【尽きる】名-動(3)1～3 前に

いちど-もう【一度】-【もう】名-副(3)1～3 一度

いのち-みじかすぎる【命】-【短か過ぎる】名-動(2)1～2 命は

いちど-わたし【一度】-【私】名-名(3)1～3 声に

いのる-なる【祈る】-【為る】動-動(1)1 ●

いちにち-きままだ【一日】-【気侭だ】名-形動(1)1 街を

いま【今】名-●(1)1 ●

いちば【市場】名-●(1)1 ●

いま-déjàvu【今】-【déjàvu】名-外仏･名(1)1 見て

いちばん-あいする【一番】-【愛する】副-動(2)1～2 誰かを

いま-hu hu hu【今】-【hu hu hu】名-感(3)1～3 キミを

いちばん-すてきだ【一番】-【素敵だ】副-形動(1)1 Kobe girl

いま-あいて【今】-【相手】名-名(1)1 かたい

いちばんどり-なく【一番鶏】-【鳴く】名-動(1)1 空が

いま-あえる【今】-【会える】名-動(4)1～4 あの

いちまい-じょおかあ【一枚】-【ジョーカー】名-名(1)1 持って

いまあじゅ-みなも【イマージュ】-【水面】名-名(1)1 おとす

いつ-うまい【何時】-【旨い】名-形(1)1 ならない

いま-あなた【今】-【貴方】名-名(1)1 話すと

いつ-おたがい【何時】-【御互い】名-名(1)1 悪い

いま-いそぐ【今】-【急ぐ】名-動(1)1 みる・補

いつか【何時か】副-●(1)1 ●

いま-うち【今】-【内】名-名(2)1 夢だと,2 さらわれたら

いつか-くるま【何時か】-【車】副-名(1)1 とめたね

いま-かえる【今】-【帰る】名-動(1)1 来たわ・補

いつか-こい【何時か】-【恋】副-名(1)1 しても

いま-かける【今】-【駆ける】名-動(1)1 いる・補

いつか-さそう【何時か】-【誘う】副-動(1)1 昔のように

いま-かのじょ【今】-【彼女】名-名(1)1 思い出すけど

いつか-さびしい【何時か】-【寂しい】副-形(1)1 大人に

いま-きずつける【今】-【傷付ける】名-動(4)1～4 今では

いつか-すむ【何時か】-【住む】副-動(1)1 云って

いま-きせき【今】-【奇跡】名-名(2)1～2 信じて

いつか-はなれる【何時か】-【離れる】副-動(2)1～2 思い出に

いま-くるしい【今】-【苦しい】名-形(1)1 気持

いつか-ゆるす【何時か】-【許す】副-動(1)1 私を

いま-こいしい【今】-【恋しい】名-形(1)1 優しかった
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いまごろ-さびしい【今頃】-【寂しい】名-形(2)1～2 暮らして

いる-いつも【居る】-【何時も】動･補-副(1)1 近くに

いまごろ-にじ【今頃】-【虹】名-名(1)1 夕映えが

いる-いま【居る】-【今】動･補-名(2)1 週末,2 恋しいのは

いまごろ-よみかえす【今頃】-【読み返す】名-動(1)1 木よう日

いる-うち【居る】-【内】動･補-名(3)1 あなたは,2～3 私は

いま-しずかだ【今】-【静かだ】名-形動(1)1 夏が

いる-うで【居る】-【腕】動･補-名(4)1～4 中に

いまじねえしょん-あなた【イマジネーション】-【貴方】名-名

いる-おおろら【居る】-【オーロラ】動･補-名(1)1 吸い込まれ

(1)1 傷を

て

いま-しゅうまつ【今】-【週末】名-名(1)1 ねだりに

いる-おき【居る】-【沖】動･補-名(1)1 見られるかしら

いま-しる【今】-【知る】名-動(1)1 ●

いる-おもいで【居る】-【思い出】動･補-名(1)1 捨てる

いま-すこし【今】-【少し】名-副(1)1 漂う

いる-かわる【居る】-【変わる】動･補-動(2)1～2 ゆくの・補

いま-すてきだ【今】-【素敵だ】名-形動(1)1 レディに

いる-き【居る】-【気】動･補-名(1)1 する

いま-すべて【今】-【全て】名-名(2)1～2 生まれ変わる

いる-き【居る】-【気】動-名(1)1 するのは

いま-せかいじゅう【今】-【世界中】名-名(1)1 箱庭みたい

いる-きく【居る】-【聞く】動･補-動(2)1 あんな,2 ●

いま-たずねる【今】-【尋ねる】名-動(1)1 会えそうな

いる-きゃんどる【居る】-【キャンドル】動･補-名(2)1 ポケッ

いま-たび【今】-【旅】名-名(1)1 して

トで,2 ●

いま-とおい【今】-【遠い】名-形(1)1 半島の

いる-きょう【居る】-【今日】動-名(1)1 明日も

いま-なぜ【今】-【何故】名-副(1)1 なつかしい

いる-くるしみ【居る】-【苦しみ】動･補-名(1)1 持つ

いま-にあう【今】-【似合う】名-動(1)1 Tiny な

いる-ここ【居る】-【此処】動･補-名(1)1 置き去りの

いま-びる【今】-【ビル】名-名(1)1 建って

いる-こころ【居る】-【心】動･補-名(1)1 遠い

いま-むかし【今】-【昔】名-名(1)1 ●

いる-こと【居る】-【事】動･補-名(1)1 ガラスに

いま-もう【今】-【もう】名-副(1)1 連絡も

いる-こなゆき【居る】-【粉雪】動･補-名(1)1 High な

いま-やっと【今】-【やっと】名-副(1)1 会えたの

いる-こんど【居る】-【今度】動･補-名(3)1～3 あきらめないで

いま-わかる【今】-【分かる】名-動(1)1 ●

ね

いま-わすれる【今】-【忘れる】名-動(1)1 はじめて

いる-しいつ【居る】-【シーツ】動･補-名(1)1 闇を

いま-わたし【今】-【私】名-名(1)1 あんまり

いる-しかたない【居る】-【仕方無い】動･補-形(1)1 心だけが

いもうと-じゅうご【妹】-【十五】名-名(1)1 あなた

いる-しゃしん【居る】-【写真】動･補-名(1)1 すてても

いもうと-ちいさい【妹】-【小さい】名-形(1)1 あなた

いる-しる【居る】-【知る】動-動(1)1 いて・補

いやだ【嫌だ】形動-●(1)1 ●

いる-すきだ【居る】-【好きだ】動･補-形動(1)1 好き

いやだ-あの【嫌だ】-【彼の】形動-連体(1)1 日も

いる-すてる【居る】-【捨てる】動･補-動(1)1 しまわないで

いやだ-まよう【嫌だ】-【迷う】形動-動(1)1 サインよ

いる-せいる【居る】-【セイル】動･補-名(1)1 きしむ

いやだ-やつ【嫌だ】-【奴】形動-名(2)1～2 おこっても

いる-そぞろ【居る】-【漫ろ】動･補-副(1)1 歩こう

いらい-きゅうだ【以来】-【急だ】名-形動(1)1 気に

いる-その【居る】-【其の】動･補-連体(1)1 黙り方

いりえ-じゃんく【入江】-【ジャンク】名-名(1)1 群れ

いる-たくさん【居る】-【沢山】動･補-副(1)1 人の

いる【居る】動-＊(4)1～4＊

いる-だめだ【居る】-【駄目だ】動･補-形動(1)1 ●

いる【居る】動-●(6)1～6 ●

いる-ちゅうおうぶんりたい【居る】-【中央分離帯】動･補-名(1)1

いる【居る】動･補-＊(2)1～2＊

●

いる【居る】動･補-●(75)1～75 ●

いる-でぃすこ【居る】-【ディスコ】動･補-名(1)1 はじめてで

いる-Kobe girl【居る】-【Kobe girl】動･補-名(1)1 彼の

いる-でも【居る】-【でも】動･補-接(1)1 あなたを

いる-Kobe girl【居る】-【Kobe girl】動-名(3)1～3 あの

いる-とおく【居る】-【遠く】動･補-名(1)1 流れて

いる-wow【居る】-【wow】動･補-感(2)1 Wow,2 ●

いる-どこか【居る】-【何処か】動･補-名(2)1 信じて,2 信じて

いる-あいだ【居る】-【間】動･補-名(1)1 ●

いる-なぜかしら【要る】-【何故かしら】動-連(1)1 淋しくも

いる-あいつ【居る】-【彼奴】動･補-名(1)1 見かけたよ

いる-ななめ【居る】-【斜め】動･補-名(1)1 入江には

いる-あさやけ【居る】-【朝焼け】動･補-名(1)1 海辺を

いる-なにも【居る】-【何も】動･補-副(1)1 云わず

いる-あつい【居る】-【熱い】動-形(1)1 瞳は

いる-なみだ【居る】-【涙】動･補-名(1)1 よみがえる

いる-あなた【居る】-【貴方】動･補-名(3)1～2 少しでも,3 く

いる-はきだす【居る】-【吐き出す】動･補-動(1)1 私に

ちびるが
いる-いう【居る】-【言う】動･補-動(1)1 ●
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いる-はじめて【居る】-【初めて】動-副(1)1 冬が
いる-はなれる【居る】-【離れる】動･補-動(1)1 イても・補

いる-ぱらだいす【居る】-【パラダイス】動･補-名(1)1 ●

うかぶ【浮かぶ】動-●(1)1 ●

いる-はるかだ【居る】-【遥かだ】動･補-形動(1)1 ふもとに

うかぶ-すたじあむ【浮かぶ】-【スタジアム】動-名(1)1 カプセ

いる-ぱんぷす【居る】-【パンプス】動･補-名(1)1 はけないっ
て

ルに
うかぶ-なる【浮かぶ】-【為る】動-動(1)1 ●

いる-ひと【居る】-【人】動･補-名(1)1 ●

うきよ-ながれ【浮世】-【流れ】名-名(1)1 とびこめぬ

いる-びゅっふぇ【居る】-【ビュッフェ】動･補-名(1)1 景色を

うけとる【受け取る】動-●(1)1 ●

いる-ふなで【居る】-【船出】動･補-名(1)1 さざめきが

うけとる-ほしい【受け取る】-【欲しい】動-形･補(1)1 ●

いる-ぷろぽおず【居る】-【プロポーズ】動･補-名(1)1 ●

うごく-ゆく【動く】-【行く】動-動･補(1)1 ●

いる-ほそい【居る】-【細い】動･補-形(2)1～2 マスト

うしなう【失う】動-●(1)1 ●

いる-ほてる【居る】-【ホテル】動･補-名(1)1 窓

うしろ-しいと【後ろ】-【シート】名-名(1)1 ふさぎ込んで

いる-ま【居る】-【間】動･補-名(1)1 ちぎれて

うしろすがた-なみ【後ろ姿】-【波】名-名(1)1 バックに

いる-まど【居る】-【窓】動･補-名(1)1 夜風を

うしろ-ながい【後ろ】-【長い】名-形(1)1 こと

いる-まふゆ【居る】-【真冬】動･補-名(1)1 展望台

うすあかり-あなた【薄明かり】-【貴方】名-名(1)1 肩に

いるみねえしょん-つつむ【イルミネーション】-【包む】名-動

うず-かわる【渦】-【変わる】名-動(1)1 娘たちは

(2)1～2 今夜だけ

うずく-はあとぶれいく【疼く】-【ハートブレイク】動-名(1)1 ●

いる-もう【要る】-【もう】動-副(1)1 すぐ

うすび-さす【薄日】-【差す】名-動(1)1 枯木立が

いる-やがて【居る】-【軈て】動･補-副(1)1 来る

うすべに-すなどけい【薄紅】-【砂時計】名-名(1)1 底に

いる-ゆく【居る】-【行く】動･補-動(1)1 夏休み

うずまく-いる【渦巻く】-【居る】動-動･補(1)1 ここは

いる-ゆめ【居る】-【夢】動-名(1)1 かなったの

うずもれる【埋ずもれる】動-●(1)1 ●

いる-よい【居る】-【良い】動-形(3)1～2 ● (1)3 ＊

うすれゆく-じこく【薄れ行く】-【時刻】動-名(1)1 ●

いる-わかる【居る】-【分かる】動-動(1)1 イたのよ・補

うそ-よい【嘘】-【良い】名-形(2)1～2 好きだと

いる-わたし【居る】-【私】動･補-名(2)1～2 願い

うたう-わたし【歌う】-【私】動-名(2)1～2 裸足に

いる-わらう【居る】-【笑う】動･補-動(1)1 ●

うたがう-こと【疑う】-【事】動-名(1)1 なく

いれる-いたい【入れる】-【痛い】動-形(1)1 吸い込んだね

うたがう-とき【疑う】-【時】動-名(1)1 心配

いれる-かがやく【入れる】-【輝く】動-動(1)1 真鍮の

うた-すきだ【歌】-【好きだ】名-形動(1)1 ●

いれる-ひとり【入れる】-【一人】動-名(1)1 心の

うた-だいすきだ【歌】-【大好きだ】名-形動(2)1～2 ●

いれる-むせる【入れる】-【噎せる】動-動(1)1 吸い込んだね

うた-ながれだす【歌】-【流れ出す】名-動(1)1 ●

いろ【色】名-●(1)1 ●

うち【内】名-●(1)1 ●

いろ-putaojiu【色】-【pu2taojiu3 葡萄酒】名-外中･名(1)1 ●

うちあける-みる【打ち明ける】-【見る】動-動･補(1)1 昔の

いろ-あせる【色】-【褪せる】名-動(1)1 バターの

うち-あなた【内】-【貴方】名-名(1)1 私の

いろ-おしえる【色】-【教える】名-動(1)1 いた・補

うち-おなじ【内】-【同じ】名-形動(1)1 あやまちを

いろ-がらりと【色】-【がらりと】名-副(1)1 ちがう

うち-きょく【内】-【曲】名-名(1)1 終わった

いろ-なみ【色】-【波】名-名(1)1 しぶきさえも

うち-くる【家】-【来る】名-動(2)1 ●,2 ＊

いろんな-ひと【色んな】-【人】形動-名(1)1 傷つけて

うち-さらう【内】-【攫う】名-動(1)1 あとで

ういんくする-でも【ウインクする】-【でも】動-接(1)1 大人に

うち-つめたい【内】-【冷たい】名-形(1)1 なって

うぃんたあせえる-たそがれ【ウィンターセール】-【黄昏】名-

うち-やってくる【家】-【遣って来る】名-動(1)1 ●

名(2)1～2 落ちて
うぃんどう-しょっき【ウィンドウ】-【食器】名-名(1)1 素敵だ
った

うちゅう-うみ【宇宙】-【海】名-名(1)1 ●
うちゅう-えらぶ【宇宙】-【選ぶ】名-動(1)1 しるしよ
うちゅう-さまよう【宇宙】-【さ迷う】名-動(1)1 ●

うえ-いつ【上】-【何時】名-名(1)1 鼻を

うち-ゆめ【内】-【夢】名-名(1)1 云える

うえ-ころがす【上】-【転がす】名-動(1)1 まま

うち-わたし【内】-【私】名-名(2)1～2 あなたの

うえ-さすらう【上】-【流離う】名-動(1)1 共犯者

うつ【打つ】動-●(1)1 ●

うえ-べんち【上】-【ベンチ】名-名(1)1 ひとり

うつ-こすもす【打つ】-【コスモス】動-名･植物(1)1 手を

うえ-もっと【上】-【もっと】名-副(1)1 遠い

うつす【映す】動-●(2)1～2 ●

うぉっか-こぼれおちる【ウォッカ】-【零れ落ちる】名･酒-動(1)1

うつす-きまぐれだ【映す】-【気紛れだ】動-形動(1)1 写真に

寸前まで

うつす-ぎん【映す】-【銀】動-名(1)1 鏡に
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うつす-ひとごみ【映す】-【人込み】動-名(1)1 抜けだして

うらめ-でる【裏目】-【出る】名-動(2)1～2 時は

うつす-ゆび【映す】-【指】動-名(1)1 まぜながら

うるさい-おおや【五月蝿い】-【大家】形-名(1)1 今は

うつむく-らんなあ【俯く】-【ランナー】動-名(1)1 あらわれる

うるむ-いる【潤む】-【居る】動-動･補(3)1～2 キャンドルみた

うつる-なみだ【映る】-【涙】動-名(1)1 かくせても

い,3 ●

うつる-はげしい【映る】-【激しい】動-形(1)1 河が

うるむ-よべる【潤む】-【呼べる】動-動(1)1 呼べずに

うで-くむ【腕】-【組む】名-動(2)1 人ごみ,2 ●

うれしい-こえ【嬉しい】-【声】形-名(1)1 きけて

うで-とおす【腕】-【通す】名-動(1)1 それは

うわさ-あさ【噂】-【朝】名-名(1)1 出て来るのは

うで-なか【腕】-【中】名-名(6)1 ターンしたいの,2 いる,3 今,4

うわさ-きける【噂】-【聞ける】名-動(1)1 街なら

～5 二人,6 野球を

うわさ-きこえる【噂】-【聞こえる】名-動(1)1 みんな

うで-のばす【腕】-【伸ばす】名-動(4)1～3 Catch,4 ラジオを

うわさする-いる【噂する】-【居る】動-動･補(1)1 あいつ

うで-ひろげる【腕】-【広げる】名-動(2)1～2 世界

うわさ-とどく【噂】-【届く】名-動(1)1 気の

うなじ-いたい【項】-【痛い】名-形(1)1 抱きしめたね

うんめい-かぜ【運命】-【風】名-名(1)1 吹いて

うなじ-むせる【項】-【噎せる】名-動(1)1 抱きしめたね

うんめい-つかまえる【運命】-【捕まえる】名-動(1)1 愛して

うなる-かぜ【唸る】-【風】動-名(1)1 音は

うんめい-よういする【運命】-【用意する】名-動(1)1 くれた

うばいあう-そら【奪い合う】-【空】動-名(1)1 翔ける

えいえんだ-くりかえす【永遠だ】-【繰り返す】形動-動(2)1～2

うまい-なる【旨い】-【為る】形-動(1)1 うち

罪を

うまい-ゆく【旨い】-【行く】形-動(1)1 ●

えいえんだ-こい【永遠だ】-【恋】形動-名(1)1 できなく

うま-かたち【馬】-【形】名-名(1)1 あなた

えいえんだ-まんげきょう【永遠だ】-【万華鏡】形動-名(1)1 ●

うま-またがる【馬】-【跨がる】名-動(1)1 テムズを

えいが-なつかしい【映画】-【懐かしい】名-形(1)1 ラヴ･コメ

うまれかわる-とき【生まれ変わる】-【時】動-名(2)1 ●,2 ＊
うまれる-whoo【生まれる】-【whoo】動-感(1)1 漂うの

ディー
えいご-あなた【英語】-【貴方】名-名(2)1～2 架け橋なら

うまれる-かわ【生まれる】-【川】動-名(1)1 めざして

えがお-さいご【笑顔】-【最後】名-名(1)1 連絡先

うまれる-きえる【生まれる】-【消える】動-動(1)1 あなたは

えがお-もう【笑顔】-【もう】名-副(1)1 幼なすぎて

うまれる-たいふう【生まれる】-【台風】動-名(1)1 シーツの

えがく-てぃらのざうるす【描く】-【ティラノザウルス】動-名

うみ【海】名-●(1)1 ●
うみ-Capricorn【海】-【Capricorn】名-名(3)1 人は,2～3 もど
れない

(1)1 ●
えき【駅】名-●(1)1 ●
えき-Wednesday【駅】-【Wednesday】名-名(1)1 彼を

うみ-いろ【海】-【色】名-名(1)1 教えて

えき-でんごんばん【駅】-【伝言板】名-名(1)1 綺麗に

うみ-くれない【海】-【紅】名-名(1)1 染めあげ

えすけいぷ【エスケイプ】名-●(1)1 ●

うみ-さいご【海】-【最後】名-名(1)1 風を

えすぱあ【エスパー】名-＊(1)1＊

うみ-たびする【海】-【旅する】名-動(1)1 ゆく・補

えすぱあ【エスパー】名-●(2)1～2 ●

うみ-なか【海】-【中】名-名(1)1 ●

えすぱあ-ぱわあ【エスパー】-【パワー】名-名(2)1～2 ●

うみ-ひとつぶ【海】-【一粒】名-名(1)1 投げた

えっじ-きず【エッジ】-【傷】名-名(1)1 息

うみ-ふく【海】-【吹く】名-動(1)1 ゆくの・補

えはがき-とどく【絵葉書】-【届く】名-動(1)1 ●

うみべ【海辺】名-●(1)1 ●

えはがき-のこす【絵葉書】-【残す】名-動(1)1 同じ

うみべ-とばす【海辺】-【飛ばす】名-動(1)1 イた・補

えほん-おはなし【絵本】-【御話】名-名(1)1 そう

うみ-みる【海】-【見る】名-動(1)1 イると・補

えらあ-めいしゅ【エラー】-【名手】名-名(1)1 とどける

うみ-もぐる【海】-【潜る】名-動(1)1 何も

えらぶ-しるし【選ぶ】-【印】動-名(1)1 はやく

うみ-やがて【海】-【軈て】名-副(1)1 月を

えれべえたあ-ふたり【エレベーター】-【二人】名-名(1)1 乗せ

うもれる-あさ【埋もれる】-【朝】動-名(1)1 市場
うらどおり-やむちゃ【裏通り】-【飲茶】名-名(1)1 しましょう
うらはらだ-あなた【裏腹だ】-【貴方】形動-名(1)1 表情が

て
えんぴつけずり-てのひら【鉛筆削り】-【手の平】名-名(1)1 包
んだ

うらまち-かえる【裏町】-【帰る】名-動(1)1 影

おいかける【追い掛ける】動-●(1)1 ●

うらむ-いる【恨む】-【居る】動-動･補(1)1 ●

おいこす【追い越す】動-●(3)1～3 ●

うらむ-かわいい【恨む】-【可愛い】動-形(1)1 ないでしょう･

おいこす-ぬく【追い越す】-【抜く】動-動(1)1 走った

補
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おいで-behind【御出で】-【behind】動･補-動(3)1～3 me!

おいで-さそう【御出で】-【誘う】動-動(1)1 ロンサム･タウン

●

おう【追う】動-●(1)1 ●

おす【押す】動-●(1)1 ●

おう-おう【追う】-【追う】動-動(1)1 ●

おそるおそる-ひきがね【恐る恐る】-【引き金】副-名(1)1 引く

おう-ぱいろっと【負う】-【パイロット】動-名(1)1 戦闘機は

おそれる-いきる【恐れる】-【生きる】動-動(1)1 ゆける・補

おえる-もどる【負える】-【戻る】動-動(1)1 来るの・補

おたがいさま【御互い様】名-●(2)1～2 ●

おおう-ねむる【覆う】-【眠る】動-動(1)1 いる・補

おたがい-わるい【御互い】-【悪い】名-形(1)1 もの

おおきすぎる【大き過ぎる】動-●(1)1 ●

おちゃ-のむ【御茶】-【飲む】名-動(1)1 さよなら

おおばあ-きる【オーバー】-【着る】名･服-動(1)1 一日

おちる【落ちる】動-●(2)1～2 ●

おおや-いま【大家】-【今】名-名(1)1 なぜか

おちる-しろい【落ちる】-【白い】動-形(1)1 帽子で

おおるまいてぃい【オールマイティー】名-●(3)1～3 ●

おちる-ところ【落ちる】-【所】動-名(3)1～3 めざして

おおろら-すいこむ【オーロラ】-【吸い込む】名-動(1)1 イた・

おちる-へや【落ちる】-【部屋】動-名(1)1 ドアを

補

おちる-へや【落ちる】-【部屋】動-名(1)1 ドアを

おか-うえ【丘】-【上】名-名(1)1 べンチ

おちる-ほしぞら【落ちる】-【星空】動-名(1)1 誘惑

おかしい【可笑しい】形-●(1)1 ●

おちる-わんぴいす【落ちる】-【ワンピース】動-名(1)1 あても

おきざり【置き去り】名-●(1)1 ●

おでこ-うえ【御でこ】-【上】名-名(1)1 いつまでも

おきざり-とき【置き去り】-【時】名-名(1)1 ない

おと【音】名-●(3)1～3 ●

おき-みる【沖】-【見る】名-動(1)1 ●

おと-おおきすぎる【音】-【大き過ぎる】名-動(1)1 ●

おきゃく-みな【御客】-【皆】名-名(1)1 決して

おどけかた【戯け方】名-●(1)1 ●

おきる-ころ【起きる】-【頃】動-名(1)1 コーヒー

おどける-はかる【戯ける】-【計る】動-動(1)1 ●

おく【奥】名-●(2)1～2 ●

おとこのこたち-おもいだす【男の子たち】-【思い出す】名-動

おく【置く】動･補-●(1)1 ●

(1)1 女王の

おく-うまれる【奥】-【生まれる】名-動(1)1 台風が

おとこ-もてる【男】-【持てる】名-動(1)1 云うけど

おく-かれ【奥】-【彼】名-名(1)1 変わらないの

おとす【落とす】動-●(1)1 ●

おく-たつ【奥】-【立つ】名-動(2)1～2 イる・補

おとす-つち【落とす】-【土】動-名(1)1 はらった

おくびょうだ-へや【臆病だ】-【部屋】形動-名(1)1 私を

おと-する【音】-【為る】名-動(1)1 ●

おく-ゆく【置く】-【行く】動-動･補(2)1～2 せめて

おと-たてる【音】-【立てる】名-動(1)1 足もと

おくりもの-こがらし【贈り物】-【木枯らし】名-名(1)1 乗って

おと-ちらかる【音】-【散らかる】名-動(1)1 テーブルも

おくる-いる【送る】-【居る】動-動･補(2)1～2 ●

おと-とおり【音】-【通り】名-名(1)1 あふれて

おくる-ふる【送る】-【振る】動-動(1)1 私に

おととし-なつやすみ【一昨年】-【夏休み】名-名(1)1 あの

おける【置ける】動補-●(1)1 ●

おとな-あなた【大人】-【貴方】名-名(1)1 出逢えは

おこす-さばいばあ【起こす】-【サバイバー】動-名(1)1 名も

おと-ない【音】-【無い】名-形(1)1 国

おこる-うち【起こる】-【内】動-名(1)1 ●

おと-なぜ【音】-【何故】名-副(1)1 私を

おこる-ふしぎだ【怒る】-【不思議だ】動-形動(1)1 人は

おとな-なる【大人】-【為る】名-動(3)1 あなたも,2 ゆく・補,3

おこる-よい【怒る】-【良い】動-形･補(2)1～2 ●

宿題は

おこる-わたし【起こる】-【私】動-名(1)1 あきらめないでね

おと-めざめる【音】-【目覚める】名-動(1)1 夜明けは

おさえる-きょう【押さえる】-【今日】動-名(1)1 強い

おどりあかす-ろっじ【踊り明かす】-【ロッジ】動-名(1)1 ディ

おさない-ころ【幼い】-【頃】形-名(2)1 住んだ,2 遊んだ
おさなすぎる-つくれる【幼な過ぎる】-【作れる】動-動(1)1 ●
おしえる【教える】動-●(4)1～4 ●

スコティーク
おどりすぎる-きんようび【踊り過ぎる】-【金曜日】動-名(1)1 卒
業して

おしえる-いる【教える】-【居る】動-動･補(1)1 ●

おどりだす【踊り出す】動-●(1)1 ●

おしえる-これから【教える】-【此れから】動-副(1)1 危く

おどる【踊る】動-●(1)1 ●

おしえる-ちょうだい【教える】-【頂戴((仕れ))1】動-動･補

おどる-いつ【踊る】-【何時】動-名(1)1 うまく

おしゃれする-かなしい【御洒落する】-【悲しい】動-形(1)1 ●

おどる-きく【踊る】-【聞く】動-動(1)1 あなたの

おしゃれだ-おねえさん【御洒落だ】-【御姉さん】形動-名(1)1 ク

おどる-みせる【踊る】-【見せる】動-動･補(1)1 ●

リスマスの
おしよせる-どようなみ【押し寄せる】-【土用波】動-名(2)1～2

おどろく【驚く】動-●(1)1 ●
おどろく-かお【驚く】-【顔】動-名(1)1 立ち止まらないで
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おなじ-あやまち【同じ】-【過ち】形動-名(1)1 くり返すかも

おもかげ-つき【面影】-【月】名-名(1)1 おぼろに

おなじ-ころん【同じ】-【コロン】形動-名･化粧(1)1 ふりむい

およぐ【泳ぐ】動-●(1)1 ●

て
おなじ-すがた【同じ】-【姿】形動-名(1)1 ない

およぐ-でくわす【泳ぐ】-【出くわす】動-動(1)1 クラスメイト
が

おなじ-せき【同じ】-【席】形動-名(1)1 うす紅の

おらんだづくり-まち【オランダ造り】-【町】名-名(1)1 やがて

おなじ-ぜっけん【同じ】-【ゼッケン】形動-名(1)1 誰かが

おりかえす-とおい【折り返す】-【遠い】動-形(3)1～3 海

おなじ-たびびと【同じ】-【旅人】形動-名(1)1 遠い

おりる-おいで【降りる】-【御出で】動-動(1)1 誘うような

おなじ-つき【同じ】-【月】形動-名(1)1 けんかばかり

おりる-おもいで【降りる】-【思い出】動-名(1)1 とび石の

おなじ-とき【同じ】-【時】形動-名(1)1 旅して

おりる-みせ【降りる】-【店】動-名(1)1 かどから

おなじ-びいち【同じ】-【ビーチ】形動-名(1)1 夕陽

おりる-ゆく【降りる】-【行く】動-動･補(1)1 ＊

おなじ-まぶしい【同じ】-【眩しい】形動-形(1)1 あなたが

おる-みる【折る】-【見る】動-動･補(1)1 高台の

おなじ-むかし【同じ】-【昔】形動-名(1)1 笑顔は

おれんじ-とらんくす【オレンジ】-【トランクス】名-名(1)1 や

おなじ-よる【同じ】-【夜】形動-名(1)1 来ない

っぱり

おねえさん-くりすます【御姉さん】-【クリスマス】名-名(1)1 日

おれんじ-とんねる【オレンジ】-【トンネル】名-名(1)1 中は

おねがいする-き【御願い為る】-【気】動-名(1)1 しては

おろす【降ろす】動-●(1)1 ●

おね-たにま【尾根】-【谷間】名-名(2)1～2 白く

おろす-ぼうきゃくれっしゃ【降ろす】-【忘却列車】動-名(1)1 デ

おはなし-そう【御話】-【然う】名-副(1)1 云う

ッキから

おひる-かふぇ【御昼】-【カフェ】名-名(1)1 話し

おわる【終わる】動-＊(1)1＊

おふぃす-いまごろ【オフィス】-【今頃】名-名(1)1 虹と

おわる【終わる】動-●(3)1～3 ●

おぼえる-いる【覚える】-【居る】動-動･補(2)1 写真は,2 ●

おわる-きょう【終わる】-【今日】動-名(1)1 レコードは

おぼろだ-みえがくれ【朧だ】-【見え隠れ】形動-名(1)1 今も

おわる-ころ【終わる】-【頃】動-名(1)1 たぶん

おもいきり-なく【思い切り】-【泣く】副-動(1)1 あの

おわる-ただ【終わる】-【唯】動-名(1)1 夜に

おもいだす【思い出す】動-●(2)1～2 ●

おんな-おもう【女】-【思う】名-動(1)1 男は

おもいだす-じょおう【思い出す】-【女王】動-名(1)1 たすきを

おんな-くりだす【女】-【繰り出す】名-動(1)1 暮れて

おもいだす-ゆめ【思い出す】-【夢】動-名(1)1 中の

おんなのこ-つれる【女の子】-【連れる】名-動(1)1 イると・補

おもいだせる-とおい【思い出せる】-【遠い】動-形(1)1 RASA

かあど-かく【カード】-【書く】名-動(1)1 ときには

SAYANG GEH

かあど-かす【カード】-【滓】名-名(1)1 一枚

おもい-ちらす【思い】-【散らす】名-動(1)1 季節は

かあど-だす【カード】-【出す】名-動(1)1 ●

おもいつく-こなゆき【思い付く】-【粉雪】動-名(1)1 舞って

かあぶ-おりる【カーブ】-【降りる】名-動(1)1 ゆきましょう・

おもい-つのる【思い】-【募る】名-動(1)1 ●

補

おもいで-うで【思い出】-【腕】名-名(1)1 くみ

かあぶ-けむる【カーブ】-【煙る】名-動(3)1～3 点に

おもいで-かけぬける
【思い出】
-【駆け抜ける】
名-動(2)1～2 様々

があるふれんど【ガールフレンド】名-●(1)1 ●

な

かいがん-ばったり【海岸】-【ばったり】名-副(1)1 会いたいな

おもいで-すてる【思い出】-【捨てる】名-動(1)1 ●

かいてんどあ-すこし【回転ドア】-【少し】名-副(1)1 まわせば

おもいで-せい【思い出】-【所為】名-名(2)1～2 なく･補

がいとう-うるむ【街燈】-【潤む】名-動(2)1～2 イる・補

おもいで-たどる【思い出】-【辿る】名-動(1)1 うちに

かいと-なる【カイト】-【為る】名･凧-動(1)1 ●

おもいで-つれる【思い出】-【連れる】名-動(2)1～2 今日も

がいやせき-てのひら【外野席】-【手の平】名-名(1)1 かざして

おもいで-て【思い出】-【手】名-名(2)1～2 ふるの

かいりゅう-なか【海流】-【中】名-名(1)1 島々

おもいで-とびいし【思い出】-【飛び石】名-名(1)1 数

かいりゅう-におい【海流】-【匂い】名-名(1)1 のせ

おもいで-ながれさる【思い出】-【流れ去る】名-動(2)1～2 ラ

かいりゅう-のる【海流】-【乗る】名-動(2)1～2 ●

ンプ
おもいで-ひく【思い出】-【引く】名-動(5)1～5 ああ

がいろじゅ-ぬける【街路樹】-【抜ける】名-動(1)1 急ぎましょ
う

おもい-やね【思い】-【屋根】名-名(1)1 越え

かえる【返る】動-●(1)1 ●

おもう【思う】動-●(4)1～4 ●

かえる-かげ【帰る】-【影】動-名(1)1 追わない

おもう-いる【思う】-【居る】動-動･補(2)1 いかないで,2 ●

かえる-くる【帰る】-【来る】動-動(1)1 ●

おもう-おとこ【思う】-【男】動-名(1)1 モテないって

かえる-しゅくだい【帰る】-【宿題】動-名(1)1 ●

322

かえる-ふたり【帰る】-【二人】動-名(1)1 愛は

かげ-ふかみどり【影】-【深緑】名-名(1)1 ぺンキの

かえる-やきもち【帰る】-【焼き餅】動-名(1)1 あきあきと

かげ-ゆらす【影】-【揺らす】名-動(2)1 恋が,2 ●

かえれる-すぎる【帰れる】-【過ぎる】動-動(1)1 ゆくから・補

かけよる-すがた【駆け寄る】-【姿】動-名(2)1～2 かくすか

かえれる-ぼく【帰れる】-【僕】動-名(1)1 待つ

かける【掛ける】動-●(1)1 ●

かえれる-わたし【帰れる】-【私】動-名(1)1 もとへ

かける-いる【駆ける】-【居る】動-動･補(1)1 シーツの

かお-あわせる【顔】-【合わせる】名-動(2)1 交す,2 戻る

かける-くる【掛ける】-【来る】動-動・補(1)1 ●

かお-うかぶ【顔】-【浮かぶ】名-動(1)1 なるの

かける-くる【駆ける】-【来る】動-動・補(1)1 時刻

かお-する【顔】-【為る】名-動(1)1 いいでしょう

かける-しいつ【掛ける】-【シーツ】動-名(1)1 ●

かお-たちどまる【顔】-【立ち止まる】名-動(1)1 ●

かける-しょうじょ【駆ける】-【少女】動-名(3)1～3 ●

かお-なる【顔】-【為る】名-動(1)1 ●

かける-ぼおる【翔ける】-【ボール】動-名･運動具(1)1 埃りの

かお-よろこべる【顔】-【喜べる】名-動(1)1 ゆれる

かける-ほほえむ【掛ける】-【微笑む】動-動(1)1 ほこらしそう

かおり-いま【香り】-【今】名-名(1)1 少し
かおり-ここ【香り】-【此処】名-名(1)1 ここへ

な
かける-みがく【掛ける】-【磨く】動-動(1)1 それは

かおり-ながれくる【香り】-【流れ来る】名-動(1)1 黄昏の

かける-ゆく【駆ける】-【行く】動-動･補(4)1～4 ●

かかえる【抱える】動-●(2)1～2 ●

かげろう【陽炎】名-●(1)1 ●

かかえる-かのじょ【抱える】-【彼女】動-名(1)1 みんなと

かこう-あたり【河口】-【辺り】名-名(1)1 乗せて

かがみ-しる【鏡】-【知る】名-動(1)1 イる・補

かこ-きょう【過去】-【今日】名-名(3)1～3 あなたを

かがみ-なる【鏡】-【為る】名-動(1)1 ●

かご-はと【籠】-【鳩】名-名(1)1 不思議な

かがやき-いま【輝き】-【今】名-名(1)1 わかる

かこ-みらい【過去】-【未来】名-名(2)1～2 星座も

かがやき-しぬ【輝き】-【死ぬ】名-動(1)1 失わないでね

かざす-あおい【翳す】-【青い】動-形(1)1 背番号

かがやく-いる【輝く】-【居る】動-動･補(2)1 オーロラに,2 ●

かさねる-つめたい【重ねる】-【冷たい】動-形(1)1 手を

かがやく-さざんくろす【輝く】-【サザンクロス】動-名(1)1 夜

かざる-はち【飾る】-【蜂】動-名(1)1 巣に

には

かす-いちまい【滓】-【一枚】名-名(1)1 ジョーカーを

かがやく-しんちゅう【輝く】-【真鍮】動-名(1)1 鍵を

かすかだ-ひびく【微かだ】-【響く】形動-動(1)1 来る・補

かがやく-ふね【輝く】-【船】動-名(2)1～2 ●

かず-たぐる【数】-【手繰る】名-動(1)1 渡って

かがやく-まち【輝く】-【町】動-名(2)1～2 ウィンターセール

かぜ-いれる【風】-【入れる】名-動(2)1 痛いくらい,2 むせる

かがやく-もくせい【輝く】-【木星】動-名･星(1)1 金星を

くらい

かかる-かこう【掛かる】-【河口】動-名(1)1 あたりへ

かぜ-おと【風】-【音】名-名(2)1 なぜ,2 目覚めた

かきけす【掻き消す】動-●(1)1 ●

かぜ-がいやせき【風】-【外野席】名-名(1)1 手のひら

かぎ-せんろ【鍵】-【線路】名-名(1)1 投げましょう

かぜ-かいりゅう【風】-【海流】名-名(1)1 匂いを

かぐ-こと【嗅ぐ】-【事】動-名(1)1 ない

かぜ-くる【風】-【来る】名-動(1)1 私の

かくす-それ【隠す】-【其れ】動-名(2)1～2 その

かぜ-こじらせる【風邪】-【拗らせる】名-動(1)1 電話が

かくせる-こえ【隠せる】-【声】動-名(1)1 うるんで

かぜ-じっと【風】-【じっと】名-副(1)1 身を

かく-とき【書く】-【時】動-名(1)1 写真に

かぜ-すう【風】-【吸う】名-動(1)1 来た

かげ-あなた【影】-【貴方】名-名(1)1 横ぎり………

かぜ-そらみみ【風】-【空耳】名-名(1)1 あなたからの

かげ-いる【影】-【居る】名-動･補(1)1 ●

かせっと-あわい【カセット】-【淡い】名-形(1)1 口紅

かげ-うず【影】-【渦】名-名(1)1 変わらないけれど

かぜ-ていぼう【風】-【堤防】名-名(1)1 おりれば

かげ-おう【影】-【追う】名-動(1)1 追わない

かぜ-なか【風】-【中】名-名(3)1～3 熱く

かげ-おちる【影】-【落ちる】名-動(1)1 白い

かぜ-なぐ【風】-【凪ぐ】名-動(1)1 ああ

かけぬける-さまざまだ【駆け抜ける】-【様々だ】動-形動(2)1

かぜ-なる【風】-【為る】名-動(1)1 ●

～2 イルミネーション
かけはし-さびしい
【掛け橋】
-【寂しい】
名-形(2)1～2 RASA SAYANG
GEH

かぜ-なる【風】-【鳴る】名-動(1)1 イた・補
かぜ-のどかだ【風】-【長閑だ】名-形動(1)1 となり町でも
かぜ-のる【風】-【乗る】名-動(1)1 飛んで

かげ-はてない【影】-【果て無い】名-形(1)1 空へ

かぜ-ふかい【風】-【深い】名-形(1)1 吸った

かけひき-ちかごろ【駆け引き】-【近頃】名-名(1)1 もどかしく

かぜ-ふく【風】-【吹く】名-動(2)1 いっただけ→ゆく・補,2 街

て

が
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かぜ-ふくらむ【風】-【膨らむ】名-名(1)1 うしろ姿を

かなしい-どんな【悲しい】-【何んな】形-連体(1)1 思って

かぜ-よける【風】-【避ける】名-動(1)1 あなたの

かなしい-ぷれい【悲しい】-【プレイ】形-名(1)1 して

かぞく-あう【家族】-【会う】名-動(1)1 いやだと

かなしい-やさしすぎる【悲しい】-【優し過ぎる】形-動(1)1 あ

がそりんすたんど-ある【ガソリンスタンド】-【有る】名-動(1)1
●

なたたちが
かなしげだ-つぶやく【悲しげだ】-【呟く】形動-動(1)1 写真の

かた-あご【肩】-【顎】名-名(1)1 乗せて

かなしすぎる-きおく【悲し過ぎる】-【記憶】動-名(1)1 ●

かた-あたり【肩】-【辺り】名-名(1)1 声に

かなしみ-たかい【悲しみ】-【高い】名-形(2)1～2 押し寄せて

かたい-しごと【堅い】-【仕事】形-名(1)1 静かな

かならず-はぐれる【必ず】-【逸れる】副-動(1)1 ついて

かたい-にゅうす【堅い】-【ニュース】形-名(1)1 すぐに

かね-おと【鐘】-【音】名-名(1)1 通りに

かた-おちる【肩】-【落ちる】名-動(1)1 ワンピース

かのじょ-おもいだす【彼女】-【思い出す】名-動(1)1 ●

かた-おとす【肩】-【落とす】名-動(1)1 土を

かのじょ-かれ【彼女】-【彼】名-名(2)1～2 笑った

かた-かける【肩】-【掛ける】名-動(1)1 シーツ

かのじょ-しる【彼女】-【知る】名-動(1)1 友達に

かたごし-かがみ【肩越し】-【鏡】名-名(1)1 知って

かのじょ-な【彼女】-【名】名-名(1)1 Suzie Wang

かたすみ-ねむる【片隅】-【眠る】名-動(1)1 アイドル

かのじょ-ながい【彼女】-【長い】名-形(1)1 髪と

かたち-あなた【形】-【貴方】名-名(1)1 何に

かのじょ-みな【彼女】-【皆】名-名(1)1 スタジオで

かたち-くずれる【形】-【崩れる】名-動(1)1 しまいそうよ

かばな-みな【カバナ】-【皆】名･店-名(1)1 夜明かししたよ

かたち-する【形】-【為る】名-動(1)1 ●

かふぇてらす-すべる【カフェテラス】-【滑る】名-動(1)1 あな

かたち-ない【形】-【無い】名-形･補(1)1 地平線に

たに

かたづく-ゆく【片付く】-【行く】動-動･補(1)1 ●

かふぇてりあ【カフェテリア】名-●(2)1～2 ●

かたほう-すてる【片方】-【捨てる】名-動(2)1～2 Ah

かふぇてりあ-ここ【カフェテリア】-【此処】名-名(2)1～2 来

かたむく-ゆく【傾く】-【行く】動-動･補(1)1 陽差しの

ないで

かた-よせる【肩】-【寄せる】名-動(2)1～2 走りたい

かふぇ-はなす【カフェ】-【話す】名-動(1)1 廊下で

かたらう-ひとびと【語らう】-【人々】動-名(1)1 急ぎ

かぷせる-のる【カプセル】-【乗る】名-動(1)1 のぞいたら

かたわら-とぶ【傍ら】-【飛ぶ】名-動(1)1 ゆく・補

かみ-あむ【髪】-【編む】名-動(1)1 みせる・補

かちきだ-ひとみ【勝気だ】-【瞳】形動-名(3)1～3 Down Town Boy

かみ-おさえる【髪】-【押さえる】名-動(1)1 今日も

がっき-おと【楽器】-【音】名-名(1)1 大きすぎるって

かみ-たばねる【髪】-【束ねる】名-動(1)1 前を

がっこういち-あそびにん【学校一】-【遊び人】名-名(3)1～3 ●

かみ-はげしい【髪】-【激しい】名-形(1)1 歌が

かってだ-さびしい【勝手だ】-【寂しい】形動-形(1)1 きみらし

かみ-やける【髪】-【焼ける】名-動(2)1～2 うなじ

い
かっぷる-むかし【カップル】-【昔】名-名(1)1 追い越したり
かつら-いろ【鬘】-【色】名-名(1)1 ガラリと

かようび-くもり【火曜日】-【曇り】名-名(1)1 午後の
がらす-えれべえたあ【ガラス】-【エレベーター】名-名(1)1 二
人を

かど-あなた【角】-【貴方】名-名(1)1 出て来そう

からす-むれ【烏】-【群れ】名-名(1)1 ぼんやり

かなう-おもい【叶う】-【思い】動-名(1)1 散らし

がらす-もたれる【ガラス】-【凭れる】名-動(1)1 瞳を

かなう-かお【叶う】-【顔】動-名(1)1 うかばなく

からりと-さる【からりと】-【去る】副-動(1)1 ゆく・補

かなう-なる【叶う】-【為る】動-動(1)1 教えるよ

がらりと-ちがう【がらりと】-【違う】副-動(1)1 こっそり

かなしい【悲しい】形-●(2)1～2 ●

かりたてる-しゃったあ【駆り立てる】-【シャッター】動-名(1)1

かなしい-midnight【悲しい】-【midnight】形-名(2)1 庭を,2 白
く

音
かるい-ばうんど【軽い】-【バウンド】形-名(1)1 ギャップを

かなしい-きのう【悲しい】-【昨日】形-名(1)1 ●

かれ-あう【彼】-【会う】名-動(2)1 ちょっと,2 眩しい

かなしい-けなげだ【悲しい】-【健気だ】形-形動(1)1 あの

かれ-いま【彼】-【今】名-名(1)1 かけて

かなしい-こい【悲しい】-【恋】形-名(1)1 うらんで

がれえじ【ガレージ】名-●(1)1 ●

かなしい-こども【悲しい】-【子供】形-名(1)1 戻るから

かれ-かわる【彼】-【変わる】名-動(1)1 ●

かなしい-こわい【悲しい】-【怖い】形-形(1)1 あなたを

かれこだち-さくらなみき【枯木立】-【桜並木】名-名(1)1 ある

かなしい-すすめる【悲しい】-【進める】形-動(2)1 なるの,2 な
るの
かなしい-たび【悲しい】-【度】形-名(1)1 会って
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のを･補
かれ-こと【彼】-【事】名-名(1)1 忘れ切れず
かれ-ささやき【彼】-【囁き】名-名(2)1～2 全部

かれ-しゃしん【彼】-【写真】名-名(1)1 新聞を

かわる-ゆめ【変わる】-【夢】動-名(1)1 さわらぬ

かれ-しる【彼】-【知る】名-動(1)1 なぜ

かわる-わるぶる【変わる】-【悪ぶる】動-動(1)1 イた・補

かれ-すがた【彼】-【姿】名-名(1)1 この

かんがえる【考える】動-●(2)1～2 ●

かれ-だれ【彼】-【誰】名-名(1)1 どこで

かんしゃする-わかれる【感謝する】-【別れる】動-動(2)1～2 小

かれ-て【彼】-【手】名-名(2)1～2 ひいて

説だけ

かれ-であう【彼】-【出会う】名-動(1)1 ための

かんじる-keep on【感じる】-【keep on】動-熟･動(1)1 loving

かれ-ぬぎすてる【彼】-【脱ぎ捨てる】名-動(1)1 シャツを

かんじる-こと【感じる】-【事】動-名(2)1～2 私の

かれ-ねらう【彼】-【狙う】名-動(1)1 on Thursday

かんじる-とかい【感じる】-【都会】動-名(1)1 見下ろす

かれ-はなす【彼】-【話す】名-動(1)1 知らぬ

かんじる-なる【感じる】-【為る】動-動(1)1 ゆくのね・補

かれ-ふりむく【彼】-【振り向く】名-動(1)1 離れかけた

かんじんだ-いま【肝心だ】-【今】形動-名(2)1～2 hu hu hu

かれ-べっど【彼】-【ベッド】名-名(1)1 下に

かんせい-ながい【歓声】-【長い】名-形(2)1～2 興奮よりも

かれ-ほんの【彼】-【本の】名-連体(1)1 気まぐれ

かんせい-まいあがる【歓声】-【舞い上がる】名-動(1)1 ●

かれ-め【彼】-【目】名-名(1)1 閉じて

かんな-はな【カンナ】-【花】名･花-名(1)1 燃えて

かれ-もう【彼】-【もう】名-副(1)1 二度と

かんのんざき-ほどうきょう【観音崎】-【歩道橋】名･地-名(1)1

かれ-やける【彼】-【焼ける】名-動(1)1 アイドル

立つ

かれる-しばふ【枯れる】-【芝生】動-名(1)1 匂い

かんぱい-ふかい【乾杯】-【深い】名-形(1)1 色の

かれる-つゆくさ【枯れる】-【露草】動-名(1)1 月の

き-あやしい【木】-【怪しい】名-形(1)1 ゆれはじめて

かれ-わたし【彼】-【私】名-名(1)1 もの

きえる【消える】動-＊(1)1＊

かれ-わらう【彼】-【笑う】名-動(2)1～2 カフェテリア

きえる【消える】動-●(6)1～6 ●

かれんだ-さく【可憐だ】-【咲く】形動-動(1)1 ●

きえる-あなた【消える】-【貴方】動-名(1)1 仕事で

かわいい-あなた【可愛い】-【貴方】形-名(1)1 背が

きえる-きょう【消える】-【今日】動-名(2)1～2 はじめて

かわいい-あの【可愛い】-【彼の】形-連体(1)1 人と

きえる-しまう【消える】-【仕舞う】動-動･補(2)1～2 この

かわいい-ない【可愛い】-【無い】形-形･補(1)1 だから

きえる-する【消える】-【為る】動-動(1)1 ●

かわ-うずまく【川】-【渦巻く】名-動(1)1 イる・補

きえる-とき【消える】-【時】動-名(2)1～2 ●

かわ-うたう【川】-【歌う】名-動(2)1～2 私は

きえる-にしび【消える】-【西日】動-名(1)1 ●

かわかぜ-くさ【川風】-【草】名-名(1)1 吹いて

きえる-ゆく【消える】-【行く】動-動･補(2)1 見た,2 店の

かわき-あなた【渇き】-【貴方】名-名(1)1 こわく

きおく【記憶】名-●(1)1 ●

かわ-きのう【川】-【昨日】名-名(2)1～2 岸辺

きがえる-くりだす【着替える】-【繰り出す】動-動(1)1 熱い

かわき-はげしすぎる【渇き】-【激し過ぎる】名-動(1)1 渇きも

きがるだ-さそいあえる【気軽だ】-【誘い合える】形動-動(1)1 あ

かわく-そうげん【乾く】-【草原】動-名(1)1 ひとときの

なたとも

かわく-ひび【渇く】-【日々】動-名(1)1 なぐさめて

きがるだ-でんわ【気軽だ】-【電話】形動-名(1)1 すれば

かわす-ひ【交わす】-【日】動-名(1)1 その

き-き【気】-【気】名-名(1)1 ない･補

かわす-ほほえみ【交わす】-【微笑み】動-名(1)1 胸を

きく【聞く】動-●(5)1～5 ●

かわせる-よろこぶ【交わせる】-【喜ぶ】動-動(1)1 顔に

きく-あなた【聞く】-【貴方】動-名(2)1 愛は,2 冷たい

かわ-ながれる【川】-【流れる】名-動(1)1 ゆく・補

きく-あんな【聞く】-【彼んな】動-連体(1)1 ダンスは

かわべ-はしる【川辺】-【走る】名-動(2)1 ●,2 ＊

きく-いる【聞く】-【居る】動-動･補(1)1 セイルの

かわ-めざす【川】-【目指す】名-動(1)1 魚が

きく-そこ【聞く】-【其処】動-名(1)1 忘れて

かわり-そっと【代り】-【そっと】名-副(2)1～2 呼んで

きく-とおい【聞く】-【遠い】動-形(1)1 ところへ

かわり-のこす【代り】-【残す】名-動(1)1 いったのは→ゆく・

きく-とき【利く】-【時】動-名(1)1 永遠に

補

きく-ひと【聞く】-【人】動-名(1)1 いない

かわりはじめる-わたし【変わり始める】-【私】動-名(1)1 ●

きける【聞ける】動-●(1)1 ●

かわる【変わる】動-＊(2)1～2 ○

きける-まち【聞ける】-【町】動-名(1)1 私は

かわる【変わる】動-●(7)1～7 ●

きこえる【聞こえる】動-●(1)1 ●

かわる-あげる【変わる】-【上げる】動-動･補(1)1 痛みが

きこえる-こえ【聞こえる】-【声】動-名(1)1 私の

かわる-むすめたち【変わる】-【娘達】動-名(1)1 やがて

きこえる-ひとりぼっち【聞こえる】-【独り法師】動-名(1)1 と

かわる-ゆく【変わる】-【行く】動-動･補(2)1～2 悲しくて

き
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きこえる-みな【聞こえる】-【皆】動-名(1)1 知らない

きっと-もどる【急度】-【戻る】副-動(1)1 来る・補

ぎこちない-ぬくもり【ぎこちない】-【温り】形-名(1)1 泣きた

きっと-わかる【急度】-【分かる】副-動(1)1 はず

く

き-ない【気】-【無い】名-形･補(1)1 困るじゃ

きざむ-びやく【刻む】-【媚薬】動-名(1)1 かける

き-なる【気】-【為る】名-動(1)1 心もち

きしべ【岸辺】名-●(2)1～2 ●

きぬ-ふく【絹】-【服】名-名(1)1 光る

きしむ-おと【軋む】-【音】動-名(1)1 ●

きのう【昨日】名-●(1)1 ●

きしゃ-ひょうが【汽車】-【氷河】名-名(1)1 ゆるやかだけど

きのう-きしべ【昨日】-【岸辺】名-名(2)1～2 ●

きずあと-もう【傷跡】-【もう】名-副(1)1 ひとつ

きのう-さらう【昨日】-【攫う】名-動(2)1～2 ●

きず-いき【傷】-【息】名-名(1)1 かけて

きのう-せめて【昨日】-【せめて】名-副(1)1 ひとこと

きず-おう【傷】-【負う】名-動(1)1 パイロット

きのう-ふく【昨日】-【吹く】名-動(3)1～3 風の

きす-くださる【キス】-【下さる】名-動(1)1 そして

きのう-みつける【昨日】-【見付ける】名-動(1)1 ●

きすする-and【キスする】-【and】動-接(1)1 Monday

きばむ-びんせん【黄ばむ】-【便箋】動-名(1)1 そそぐ

きすする-ひ【キスする】-【日】動-名(1)1 ●

き-はやい【気】-【早い】名-形(1)1 半袖で

きずつく-こころ【傷付く】-【心】動-名(1)1 持ち続けたい

きぶん-させる【気分】-【させる】名-動(1)1 ●

きずつく-ひび【傷付く】-【日々】動-名(1)1 彼に

きぶん-なる【気分】-【為る】名-動(1)1 ●

きずつけだす【傷付け出す】動-●(1)1 ●

きまぐれだ【気紛れだ】形動-●(2)1～2 ●

きずつける-あう【傷付ける】-【会う】動-動(1)1 あの

きまぐれだ-しゃしん【気紛れだ】-【写真】形動-名(1)1 撮った

きずつける-いま【傷付ける】-【今】動-名(4)1～4 会えない
きずつける-それ【傷付ける】-【其れ】動-名(1)1 忘れて
きずつける-つらい【傷付ける】-【辛い】動-形(2)1～2 人に
き-する【気】-【為る】名-動(5)1 ティールーム,2 なぜ,3 いけ
ないわ,4 今は,5 ●

のは
きまぐれだ-みつめる【気紛れだ】-【見詰める】形動-動(1)1 そ
して
きまずい-こと【気不味い】-【事】形-名(1)1 おこっても
きままだ-まち【気侭だ】-【町】形動-名(1)1 歩く

ぎせい-する【犠牲】-【為る】名-動(2)1～2 誰も

きみ-だんでらいおん【君】-【ダンデライオン】名-名(2)1～2 ●

きせき-おこす【奇蹟】-【起こす】名-動(1)1 サバイバー

きみ-はなす【君】-【離す】名-動(3)1 離さない,2～3 ●

きせき-しんじる【奇跡】-【信じる】名-動(2)1～2 イる・補

きみ-はんたあ【君】-【ハンター】名-名(1)1 もがきながら

きせつ【季節】名-＊(1)1＊

きみ-ふと【君】-【不図】名-副(1)1 呼び込んだ

きせつ【季節】名-●(1)1 ●

きみ-みる【君】-【見る】名-動(1)1 イた・補

きせつ-あさい【季節】-【浅い】名-形(1)1 逆もどりの

きみ-むかし【君】-【昔】名-名(1)1 優しすぎるのさ

きせつ-あなた【季節】-【貴方】名-名(1)1～3 陽気な

きみらしい-ふぉおむ【君らしい】-【フォーム】形-名(1)1 ゆっ

きせつ-はじまり【季節】-【始まり】名-名(2)1～2 ●

くりと

きせつ-めぐりくる【季節】-【巡り来る】名-動(1)1 たび

きめる-こと【決める】-【事】動-名(2)1～2 ●

きせつ-ゆく【季節】-【行く】名-動(1)1 ●

きめる-こんな【決める】-【此んな】動-連体(2)1～2 青い

きたかぜ-きり【北風】-【霧】名-名(1)1 生まれて

きめる-なに【決める】-【何】動-名(2)1～2 犠牲に

きたない-しゃつ【汚い】-【シャツ】形-名(1)1 着た

きもち-さとる【気持ち】-【悟る】名-動(1)1 ネオンに

きづかう-もう【気遣う】-【もう】動-副(1)1 すぐ

きもち-なに【気持ち】-【何】名-名(1)1 呼ぶの

きづく【気付く】動-●(1)1 ●

きもち-にくむ【気持ち】-【憎む】名-動(1)1 ことも

きづく-うち【気付く】-【内】動-名(1)1 同じ

きもち-ゆめ【気持ち】-【夢】名-名(2)1 形に,2 つかまえてね

きづく-くれる【気付く】-【呉れる】動-動･補(1)1 その

ぎゃくもどり-てんき【逆戻り】-【天気】名-名(1)1 あるわ

きっく-ごおる【キック】-【ゴール】名-名(1)1 それた

ぎゃっこう【逆光】名-●(1)1 ●

きづく-こと【気付く】-【事】動-名(1)1 ある

ぎゃっぷ-とびこえる【ギャップ】-【飛び越える】名-動(1)1 ゴ

きづく-はやい【気付く】-【早い】動-形(1)1 ●

ーグルの

きっと-あいする【急度】-【愛する】副-動(1)1 いるの・補

きゃんどる【キャンドル】名-●(1)1 ●

きっと-あなた【急度】-【貴方】副-名(1)1 心は

きゃんどる-ぽけっと【キャンドル】-【ポケット】名-名(1)1 手

きっと-うまい【急度】-【旨い】副-形(1)1 ゆくわ

を

きっと-かわる【急度】-【変わる】副-動(1)1 夢は

きゅうだ-き【急だ】-【気】形動-名(1)1 なり

きっと-くる【急度】-【来る】副-動(1)1 信じて

きゅうだ-はしゃぎだす【急だ】-【燥ぎ出す】形動-動(1)1 おし
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ゃれしたのも
き-ゆらす【木】-【揺らす】名-動(1)1 激しく
きょう-あした【今日】-【明日】名-名(1)1 ずっと
きょう-あなた【今日】-【貴方】名-名(3)1～3 求めて
きょう-うちゅう【今日】-【宇宙】名-名(1)1 さまよい

補
きんせい-ゆっくり【金星】-【ゆっくり】名･星-副(1)1 昇り出
す
きんようび-そつぎょうする【金曜日】-【卒業する】名-動(1)1 ゆ
く・補

きょう-けちらす【今日】-【蹴散らす】名-動(1)1 ●

くぃいん-まざる【クィーン】-【混ざる】名-動(1)1 イる・補

きょう-つよい【今日】-【強い】名-形(1)1 風の

くうき-ながれこむ【空気】-【流れ込む】名-動(1)1 あわてて

きょう-どこ【今日】-【何処】名-名(1)1 行かせないわ→ゆく

くうこう【空港】名-●(1)1 ●

きょう-ながす【今日】-【流す】名-動(1)1 ●

くぎづけ【釘付け】名-●(1)1 ●

きょう-はじめて【今日】-【初めて】名-副(2)1～2 見た

くぐる【潜る】動-●(1)1 ●

きょうはんしゃ【共犯者】名-●(1)1 ●

くぐる-ゆく【潜る】-【行く】動-動･補(1)1 ●

きょう-ひ【今日】-【日】名-名(1)1 ああ

くさ-き【草】-【木】名-名(1)1 妖しく

きょう-びる【今日】-【ビル】名-名(2)1～2 夕陽

くさ-ふく【草】-【吹く】名-動(1)1 ボンネットを

きょう-めぐりあう【今日】-【巡り合う】名-動(1)1 いつでも

くさやきゅう【草野球】名-＊(2)1～2 ○

きょう-れこおど【今日】-【レコード】名-名(1)1 外の

くさやきゅう【草野球】名-●(1)1 ●

きょく-おぼえる【曲】-【覚える】名-動(1)1 イる・補

くすねる-くる【くすねる】-【来る】名-動(1)1 ●

きょく-おわる【曲】-【終わる】名-動(1)1 今日も

くすぶる-ゆめ【燻る】-【夢】動-名(4)1～4 炎

きょねん-おなじ【去年】-【同じ】名-形動(1)1 月は

くずれる-しまう【崩れる】-【仕舞う】動-動･補(1)1 ●

きょねん-きがるだ【去年】-【気軽だ】名-形動(1)1 電話を

くせ【癖】名-●(2)1～2 ●

きょねん-すきい【去年】-【スキー】名-名(1)1 出会った

くせ-ある【癖】-【有る】名-動(1)1 歩き方

きょり-じかん【距離】-【時間】名-名(2)1～2 消して

くだけちる-wow【砕け散る】-【wow】動-感(1)1 見届けたかった

ぎらつく-なみ【ぎらつく】-【波】動-名(1)1 上を
きらめく【煌めく】動-●(1)1 ●
きらめく-いる【煌めく】-【居る】動-動･補(1)1 遥かな

だけ
くだけちる-きのう【砕け散る】-【昨日】動-名(2)1～2 さらっ
て

きり-うまれる【霧】-【生まれる】名-動(1)1 Whoo……

くだける-あかい【砕ける】-【赤い】動-形(1)1 燃えた

きりさめ-さそう【霧雨】-【誘う】名-動(1)1 タワーサイドに

くださる【下さる】動-●(1)1 ●

きりたて-かみ【切り立て】-【髪】名-名(1)1 おさえ

くださる-すぐ【下さる】-【直ぐ】動-副(1)1 すぐに

きる【切る】動-●(1)1 ●

くださる-そして【下さる】-【然して】動-接(1)1 鐘の

きる-ああ【切る】-【嗚呼】動-感(1)1 風が

くだもの-うもれる【果物】-【埋もれる】名-動(1)1 朝の

きる-あと【切る】-【後】動-名(1)1 思い切り

くち-だす【口】-【出す】名-動(1)1 だめよ

きる-いちにち【着る】-【一日】動-名(1)1 きままに

くちづけ-まち【口付け】-【町】名-名(1)1 灯も

きる-それ【切る】-【其れ】動-名(3)1～3 それは

くちびる-あいする【唇】-【愛する】名-動(1)1 イると・補

きる-ぼおい【着る】-【ボーイ】動-名(1)1 ●

くちびる-つぶやき【唇】-【呟き】名-名(1)1 声に

きる-やつ【着る】-【奴】動-名(1)1 兄貴は

くちびる-ふさぐ【唇】-【塞ぐ】名-動(1)1 ●

きれいだ-けす【奇麗だ】-【消す】形動-動(1)1 イた・補

くちべに-かた【口紅】-【肩】名-名(1)1 落ちそうな

きれいだ-する【奇麗だ】-【為る】形動-動(1)1 ゆくわ

くちべに-はっしんき【口紅】-【発信機】名-名(1)1 音

きれる-しまう【切れる】-【仕舞う】動-動･補(1)1 電話

くちべに-ひとつ【口紅】-【一つ】名-名(1)1 持って

きんいろ【金色】名-●(1)1 ●

くに【国】名-●(1)1 ●

きんいろ-えんぴつけずり【金色】-【鉛筆削り】名-名(1)1 手の

くに-Shangrila【国】-【Shangrila】名-名･地(6)1～5 ●,6 ＊

ひらに

くに-あの【国】-【彼の】名-連体(1)1 戦争は

ぎんいろ-くさ【銀色】-【草】名-名(1)1 木も

くに-たどりつく【国】-【辿り着く】名-動(1)1 ●

ぎんが-うずもれる【銀河】-【埋ずもれる】名･星-動(1)1 ●

くむ【組む】動-●(1)1 ●

ぎん-かがみ【銀】-【鏡】名-名(1)1 なる

くむ-ひとごみ【組む】-【人込み】動-名(1)1 泳げば

きん-くも【金】-【雲】名-名(1)1 um．
．
．

くも-um【雲】-【um】名-感(1)1 流れた

きんじょ-わたし【近所】-【私】名-名(1)1 降ろした

くも-いろ【雲】-【色】名-名(1)1 波の

きんせい-みちびく【金星】-【導く】名･星-動(1)1 ゆくように・

くも-うごく【雲】-【動く】名-動(1)1 ゆくわ・補
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くも-うま【雲】-【馬】名-名(1)1 かたち

くる-じこく【来る】-【時刻】動-名(1)1 ●

くも-うみ【雲】-【海】名-名(1)1 紅に

くるしさ-むきあう【苦しさ】-【向き合う】名-動(1)1 ほとばし

くも-かげ【雲】-【影】名-名(1)1 あなたを

る

くも-とける【雲】-【溶ける】名-動(2)1～2 ボールが

くるしみ-きえる【苦しみ】-【消える】名-動(1)1 ゆくのを・補

くもり-ごご【曇り】-【午後】名-名(1)1 デパート

くるしみ-もつ【苦しみ】-【持つ】名-動(1)1 人は

くもる-うみ【曇る】-【海】動-名(1)1 最後の

くるしみ-わかる【苦しみ】-【分かる】名-動(1)1 いるのよ・補

くもる-ほおむ【曇る】-【(プラット)ホーム】動-名(1)1 冬

くるしめる-すべて【苦しめる】-【全て】動-名(3)1～3 ことか

くも-わたし【雲】-【私】名-名(1)1 涙
くらくしょん-せきたてる【クラクション】-【急き立てる】名動(1)1 いる・補
くらす【暮らす】動-＊(1)1＊

ら
くる-しんじる【来る】-【信じる】動-動(1)1 いるから・補
くる-すぎる【来る】-【過ぎる】動-動(1)1 時を
くる-せいふく【来る】-【制服】動-名(1)1 着た

くらす【暮らす】動-●(4)1～4 ●

くる-その【来る】-【其の】動･補-連体(1)1 風は

ぐらす-あける【グラス】-【明ける】名-動(1)1 ●

くる-たいふうん【来る】-【タイフーン】動-名(1)1 ●

くらす-いる【暮らす】-【居る】動-動･補(3)1～2 どこかで,3 今

くる-ちかてつ【来る】-【地下鉄】動-名(1)1 乗り

でも

くる-とおい【来る】-【遠い】動-形(1)1 遠い

くらすめいと-つぎ【クラスメイト】-【次】名-名(1)1 朝

くる-とき【来る】-【時】動･補-名(1)1 さよならを

くらむ-しろい【眩む】-【白い】動-形(1)1 光

くる-どこ【来る】-【何処】動-名(1)1 行くの→ゆく

ぐりいん-ほのお【グリーン】-【炎】名-名(1)1 燃えさかって

くる-なんだか【来る】-【何だか】動-副(1)1 夢のよう

くりかえす【繰り返す】動-●(2)1～2 ●

くる-はかない【来る】-【儚い】動-形(1)1 種のような

くりかえす-じゅもん【繰り返す】-【呪文】動-名(1)1 やさしく

くる-びいち【来る】-【ビーチ】動-名(1)1 寝て

くりかえす-しれる【繰り返す】-【知れる】動-動(1)1 ●

くる-ひと【来る】-【人】動-名(1)1 ことを

くりかえす-つみ【繰り返す】-【罪】動-名(2)1～2 許して

くる-ふゆ【来る】-【冬】動-名(1)1 越えて

くりすます-ひ【クリスマス】-【日】名-名(1)1 私に

くるま-ではらう【車】-【出払う】名-動(1)1 バカンスどきの

くりだす-あつい【繰り出す】-【熱い】動-形(1)1 波乗り

くる-まど【来る】-【窓】動･補-名(1)1 すきまから

くりだす-くれる【繰り出す】-【暮れる】動-動(1)1 ゆく・補

くるま-とめる【車】-【止める】名-動(2)1 腕の,2 ●

くる【来る】動-＊(2)1～2 ○

くるま-なか【車】-【中】名-名(1)1 今夜

くる【来る】動-●(13)1～13 ●

くる-みる【来る】-【見る】動-動･補(1)1 ●

くる【来る】動･補-●(1)1 ●

くる-ようきだ【来る】-【陽気だ】動-形動(1)1 人ごみに

くる-new year【来る】-【new year】動-名(1)1 待ちどおしくて

くる-わたし【来る】-【私】動-名(1)1 背中を

くる-あたらしい【来る】-【新しい】動-形(2)1～2 恋人と

ぐれい-しみ【グレイ】-【染み】名･色-名(3)1～3 なる

くる-あの【来る】-【彼の】動-連体(5)1～5 頃の

ぐれいす【グレイス】名･人-●(1)1 ●

くる-あんぷ【来る】-【アンプ】動-名(1)1 火を

くれない-そめあげる【紅】-【染め上げる】名-動(1)1 ●

くる-いる【来る】-【居る】動-動･補(1)1 Wow

くれなずむ【暮れ泥む】動-●(1)1 ●

くるう-ぴあの【狂う】-【ピアノ】動-名(1)1 ふたを

くれる【呉れる】動･補-●(4)1～4 ●

ぐるうぷ【グループ】名-＊(1)1＊

くれる-あなた【呉れる】-【貴方】動･補-名(2)1 いたづらに,2 冷

くる-おおるまいてぃい【来る】-【オールマイティー】動-名(1)1
●
くる-かなしい【来る】-【悲しい】動-形(1)1 プレイを

たい
くれる-かわり【呉れる】-【代り】動･補-名(2)1～2 そっと
くれる-すべて【呉れる】-【全て】動･補-名(2)1～2 ●

くる-きせつ【来る】-【季節】動-名(2)1 ●,2 ＊

くれる-その【呉れる】-【其の】動･補-連体(1)1 心の

くる-くる【来る】-【来る】動-動(1)1 ●

くれる-たいせつだ【呉れる】-【大切だ】動･補-形動(1)1 レッ

くる-こわい【来る】-【怖い】動-形(1)1 ずっと
くるしい-きもち【苦しい】-【気持ち】形-名(1)1 さとられぬよ
うに

スン
くれる-なに【呉れる】-【何】動･補-名(1)1 くすねて
くれる-ひと【呉れる】-【人】動･補-名(2)1 私は,2 ●

くるしい-しお【苦しい】-【潮】形-名(1)1 香り

くれる-ゆく【暮れる】-【行く】動-動･補(1)1 街に

くるしい-ときめき【苦しい】-【時めき】形-名(1)1 ひとり

くれる-よい【呉れる】-【良い】動･補-形(5)1～4 Kobe girl,5 ＊

くるしい-わたし【苦しい】-【私】形-名(1)1 I

くろおばあ-うえ【クローバー】-【上】名-名(1)1 ころがした
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くろ-たばこ【黒】-【煙草】名-名(1)1 １４から

～2 ●

けいと-あみめ【毛糸】-【網目】名-名(1)1 くりかえす

こい-おちる【恋】-【落ちる】名-動(1)1 星空の

けさ-まど【今朝】-【窓】名-名(1)1 開けたら

こい-きえる【恋】-【消える】名-動(2)1～2 しまったら

けしいん-かあど【消印】-【カード】名-名(1)1 出すわ

こい-くるしい【恋】-【苦しい】名-形(1)1 ときめきを

けしき-きえる【景色】-【消える】名-動(1)1 ●

こい-このさい【恋】-【此の際】名-連(1)1 都会に

けしき-きえる【景色】-【消える】名-動(1)1 ●

こい-さりげない【恋】-【然り気無い】名-形(1)1 きく

けしき-さあ【景色】-【さあ】名-感(1)1 つれて

こいしい-やさしい【恋しい】-【優しい】形-形(1)1 日の

けしき-みる【景色】-【見る】名-動(1)1 ひとり

こいしさ-ひとみ【恋しさ】-【瞳】名-名(1)1 ふるえて

けしわすれる-てれび【消し忘れる】-【テレビ】動-名(1)1 音も

こい-しゃあべっと【恋】-【シャーベット】名-名(1)1 いいのに

けす【消す】動-●(2)1～2 ●

こい-すぎる【恋】-【過ぎる】名-動(2)1～2 しまっても

けす-いる【消す】-【居る】動-動･補(1)1 ●

こい-する【恋】-【為る】名-動(4)1～3 イるなら・補,4 ときど

けす-ひがしがわ【消す】-【東側】動-名(1)1 煙草の

き

けす-ゆく【消す】-【行く】動-動･補(1)1 ●

こい-ついに【恋】-【遂に】名-副(1)1 こわれたわ

けせる【消せる】動-●(4)1～4 ●

こい-できる【恋】-【出来る】名-動(1)1 なるけど

けちらす【蹴散らす】動-●(1)1 ●

こい-なく【恋】-【泣く】名-動(1)1 日々は

けっこんする-ときに【結婚する】-【時に】動-副(1)1 思い出し

こいびと【恋人】名-＊(1)1＊

て
けっこん-まだ【結婚】-【未だ】名-副(1)1 したく
けっこんるうれっと【結婚ルーレット】名-＊(1)1＊
けっして-ここ【決して】-【此処】副-名(1)1 出ては
けっして-でる【決して】-【出る】副-動(1)1 いけない

こいびと【恋人】名-●(3)1～3 ●
こいびと-さんたくろおす【恋人】-【サンタクロース】名-名(10)1
～2 寒そうに,3～5 背の,6～10 本当は
こいびとたち-ときどき【恋人達】-【時々】名-副(2)1～2 不思
議な

けっしょう-かわる【結晶】-【変わる】名-動(1)1 ●

こ-いま【子】-【今】名-名(1)1 忘れないの

けなげだ-あの【健気だ】-【彼の】形動-連体(1)1 自分の

こい-まりょく【恋】-【魔力】名-名(2)1～2 与えて

けむり-まいたつ【煙】-【舞い立つ】名-動(1)1 ●

こいめ-めいく【濃い目】-【メイク】名-名(1)1 直し

けむり-ゆめ【煙】-【夢】名-名(1)1 私

こい-めれんげ【恋】-【メレンゲ】名-名･クリーム(2)1～2 ●

けむる【煙る】動-●(2)1～2 ●

こいん-しずめあう【コイン】-【沈め合う】名-動(1)1 ●

けむる-きえる【煙る】-【消える】動-動(1)1 ●

こうかい-まよう【後悔】-【迷う】名-動(1)1 どこかで

けむる-てん【煙る】-【点】動-名(3)1～3 なる

こうげん-えき【高原】-【駅】名-名(1)1 on Wednesday

けむる-にごる【煙る】-【濁る】動-動(2)1～2 河は

こうげん-たいよう【高原】-【太陽】名-名(1)1 プリズム

ける-ふもと【蹴る】-【麓】動-名(1)1 谷へ

こうこう-ともだち【高校】-【友達】名-名(1)1 みんな

けれど-きずつく【けれど】-【傷付く】接-動(1)1 心を

こうこく-ひこうき【広告】-【飛行機】名-名(1)1 折って

けれど-きょう【けれど】-【今日】接-名(1)1 流されて

こうじょううら-ゆうひ【工場裏】-【夕日】名-名(1)1 空地

けれど-そこ【けれど】-【其処】接-名(1)1 朝では

こう-する【斯う】-【為る】副-動(1)1 もう

けれど-とても【けれど】-【迚も】接-副(1)1 しっかりして

こうちゃ-ゆれる【紅茶】-【揺れる】名-動(1)1 います・補

けれど-へいぼん【けれど】-【平凡】接-名(1)1 いやよ

こうふん-はやい【興奮】-【速い】名-形(2)1～2 走ろうと

げれんで-かふぇてらす【ゲレンデ】-【カフェテラス】名-名(1)1

こうや【荒野】名-＊(1)1＊

すべる

こうや-あかり【荒野】-【明かり】名-名(1)1 Keep on

けんか-する【喧嘩】-【為る】名-動(1)1 イた・補

こえ【声】名-●(2)1～2 ●

けんかする-slappy【喧嘩する】-【slappy】動-形(1)1 ●

こえ-うるむ【声】-【潤む】名-動(1)1 イる・補

けんか-やじうま【喧嘩】-【野次馬】名-名(1)1 on Sunday

こえ-きける【声】-【聞ける】名-動(1)1 ●

げんきだ-いる【元気だ】-【居る】形動-動･補(3)1～2 変わって,3

こえ-そらみみ【声】-【空耳】名-名(1)1 あの

●

こえ-たてる【声】-【立てる】名-動(1)1 笑った

こい【恋】名-●(1)1 ●

こえ-でも【声】-【でも】名-接(1)1 迷惑よ

こい-うまれる【恋】-【生まれる】名-動(1)1 消えたり

こえ-なる【声】-【為る】名-動(2)1 言葉,2 ●

こい-うらむ【恋】-【恨む】名-動(1)1 いた・補

こえ-ふりむく【声】-【振り向く】名-動(3)1 これからは,2～3 し

こい-おおるまいてぃい【恋】-【オールマイティー】名-名(2)1

ばらくは
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こえ-ゆくえ【声】-【行方】名-名(1)1 探すように

こころ-とびら【心】-【扉】名-名(1)1 ノックして

こえる【越える】動-●(1)1 ●

こころ-ともだち【心】-【友達】名-名(1)1 まま

こえる-くる【越える】-【来る】動-動･補(1)1 その

こころ-なか【心】-【中】名-名(1)1 ユートピア

こえる-だきとめる【越える】-【抱き留める】動-動(2)1 ●,2 ＊

こころ-なぐさめ【心】-【慰め】名-名(1)1 カセットと

こえる-ゆく【越える】-【行く】動-動･補(1)1 ●

こころ-のぞむ【心】-【望む】名-動(1)1 ただ

こえ-わたし【声】-【私】名-名(1)1 エスパー

こころ-はなれる【心】-【離れる】名-動(1)1 ゆく・補

ごおぐる-ゆき【ゴーグル】-【雪】名-名(1)1 結晶に

こころ-ふぉおかす【心】-【フォーカス】名-名(1)1 あなたに

こおち-でる【コーチ】-【出る】名-動(1)1 幕が

こころぼそさ-あなた【心細さ】-【貴方】名-名(1)1 想いを

こおひい-さます【コーヒー】-【冷ます】名-動(1)1 もう

こころ-まま【心】-【侭】名-名(4)1～3 Hurry up,4 ＊

こおひい-すする【コーヒー】-【啜る】名-動(1)1 ●

こころ-もちつづける【心】-【持ち続ける】名-動(1)1 ●

こおる-おける【凍る】-【置ける】動-動補(1)1 ●

こころもち-はなれる【心持ち】-【離れる】副-動(1)1 歩いた

こおる-がいろじゅ【凍る】-【街路樹】動-名(1)1 ぬけて

こころ-やさしい【心】-【優しい】名-形(1)1 彼女の

ごおる-きめる【ゴール】-【決める】名-動(2)1～2 何を

こころ-ゆくえ【心】-【行方】名-名(1)1 ●

ごおる-それる【ゴール】-【逸れる】名-動(1)1 ●

ごしっぷ-のこる【ゴシップ】-【残る】名-動(1)1 回転ドアを

こがらし-のる【木枯らし】-【乗る】名-動(1)1 ポストに

ごじゅうねんまえ-ひづけ【五十年前】-【日付】名-名(1)1 まま

こがらし-めくる【木枯らし】-【捲る】名-動(1)1 ダイアリー,2
新しい
こきざみだ-ふるえる【小刻みだ】-【震える】形動-動(2)1～2 ミ
ラー

こじらせる-でんわ【拗らせる】-【電話】動-名(1)1 せつない
こ-すてきだ【子】-【素敵だ】名-形動(1)1 でも
こすもす-て【コスモス】-【手】名･植物-名(1)1 ふって
ごぜんいちじ-そら【午前一時】-【空】名-名(4)1～4 星も

こ-きゅうだ【子】-【急だ】名-形動(1)1 はしゃぎ出すの

ごせんち【五センチ】名-●(2)1～2 ●

こきょう-ふゆ【故郷】-【冬】名-名(1)1 歩きたく

ごせんち-むこうぎし【五センチ】-【向こう岸】名-名(1)1 二人

こぐ-ゆく【漕ぐ】-【行く】動-動･補(1)1 朝焼けを

とも

ごご【午後】名-●(1)1 ●

ごぜん-よじ【午前】-【四時】名-名(1)1 電話

ここ【此処】名-●(1)1 ●

こたえ-しる【答え】-【知る】名-動(1)1 ただ

ここ-いる【此処】-【居る】名-動(3)1～2 ●,3 ＊

こたえる-いる【答える】-【居る】動-動･補(2)1～2 ●

ここ-おきざり【此処】-【置き去り】名-名(1)1 ときの

こだま-かえる【木霊】-【返る】名-動(1)1 ●

ここ-きすする【此処】-【キスする】名-動(1)1 日

こちら-かあど【此方】-【カード】名-名(1)1 カスばかりでも

ここ-くる【此処】-【来る】名-動(10)1 アンプに,2 過ぎた,3

こっそり-おしえる【こっそり】-【教える】副-動(1)1 ちょうだ

～4 新しい,5～9 あの,10 哀しい

い

ここ-ここ【此処】-【此処】名-名(2)1 ここへ,2 ●

こっそり-ひらく【こっそり】-【開く】副-動(1)1 パフに

ごご-でぱあと【午後】-【デパート】名-名(1)1 消えそうな

こっち-ぶるうだ【此方】-【ブルーだ】名-形動(1)1 なる

ここ-でる【此処】-【出る】名-動(1)1 いけない

こっぷ-うぉっか【コップ】-【ウォッカ】名-名･酒(1)1 こぼれ

ここ-とばす【此処】-【飛ばす】名-動(1)1 ポートピアも

落ちる

ごご-まち【午後】-【町】名-名(2)1 映る,2 いい

こと【事】名-●(4)1～4 ●

ごご-みずまきする【午後】-【水撒きする】名-動(1)1 はしゃい

こと-because【事】-【because】名-接(2)1～2 I

だ

こと-あなた【事】-【貴方】名-名(2)1～2 あるように

こころ【心】名-●(3)1～3 ●

こと-ある【事】-【有る】名-動(2)1～2 ラララ

こころ-happy【心】-【happy】名-形(3)1～3 ●

こと-いう【事】-【言う】名-動(1)1 秘かな

こころ-うみ【心】-【海】名-名(1)1 ひとつぶ

こと-いま【事】-【今】名-名(1)1 昔

こころ-おくる【心】-【送る】名-動(2)1～2 イる・補

こと-おこる【事】-【起こる】名-動(1)1 私を

こころ-かりたてる【心】-【駆り立てる】名-動(1)1 シャッター

こと-がらす【事】-【ガラス】名-名(1)1 もたれた

の

こと-かんがえる【事】-【考える】名-動(2)1～2 ●

こころ-きずあと【心】-【傷跡】名-名(1)1 もう

こと-きずつける【事】-【傷付ける】名-動(2)1～2 つらいと

こころ-しいずんおふ【心】-【シーズンオフ】名-名(2)1～2 愛

こどく-いま【孤独】-【今】名-名(1)1 知らないの

した
こころ-とおい【心】-【遠い】名-形(1)1 ●
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こどく-かんじる【孤独】-【感じる】名-動(1)1 都会を
こどくだ-どあ【孤独だ】-【ドア】形動-名(1)1 叩き合いは

こどく-わすれる【孤独】-【忘れる】名-動(1)1 ●

こばこ-いれる【小箱】-【入れる】名-動(1)1 輝く

こと-さがす【事】-【探す】名-動(1)1 今

こぼれおちる-すんぜん【零れ落ちる】-【寸前】動-名(1)1 コイ

こと-ざんこくだ【事】-【残酷だ】名-形動(1)1 なる

ンを

ことし-さいしょ【今年】-【最初】名-名(1)1 会う

こぼれる-よる【零れる】-【夜】動-名(2)1～2 小刻みに

ことし-たくさん【今年】-【沢山】名-副(2)1～2 いい

こまる-ない【困る】-【無い】動-形･補(1)1 私

こと-ずっと【事】-【ずっと】名-副(1)1 待って

こむ-いる【混む】-【居る】動-動･補(1)1 ディスコ

こと-それ【事】-【其れ】名-名(1)1 どれだけ

ごむほおす-きみ【ゴムホース】-【君】名-名(1)1 ふと

こと-たくさん【事】-【沢山】名-副(1)1 まだ

こむ-れすとらん【混む】-【レストラン】動-名(1)1 ●

こと-つつむ【事】-【包む】名-動(1)1 輝いて

ごめん-いう【御免】-【言う】感-動(3)1～3 欲しく･補

こと-ない【事】-【無い】名-形(5)1 行きつけの,2 私,3 素敵な,4

これ-おしえる【此れ】-【教える】名-動(1)1 ●

知り合う,5 風

これから-あぶない【此れから】-【危ない】副-形(1)1 生きたら

こと-なる【事】-【為る】名-動(1)1 ●

これから-あるける【此れから】-【歩ける】副-動(2)1～2 私は

こと-にげこむ【事】-【逃げ込む】名-動(1)1 いたのよ・補

これから-さあふてんごく【此れから】-【サーフ天国】副-名(1)1

ことば-うんめい【言葉】-【運命】名-名(1)1 風が
ことば-かわす【言葉】-【交わす】名-動(1)1 日の
ことば-きこえる【言葉】-【聞こえる】名-動(1)1 ●

●
これから-すきいてんごく【此れから】-【スキー天国】副-名(2)1
●,2 ＊

こと-はこぶ【事】-【運ぶ】名-動(2)1～2 欲しい･補

これから-ゆうやみ【此れから】-【夕闇】名-名(1)1 ひとり

ことば-する【言葉】-【為る】名-動(1)1 イる・補

ころ【頃】名-●(1)1 ●

ことば-ない【言葉】-【無い】名-形･補(1)1 形では

ころあい-とめる【頃合い】-【止める】名-動(2)1～2 ●

ことば-ふう【言葉】-【ふう】名-感(1)1 投げかけた

ころ-あそぶ【頃】-【遊ぶ】名-動(1)1 庭

こと-むね【事】-【胸】名-名(1)1 抱いて

ころ-あなた【頃】-【貴方】名-名(2)1 ハネを,2 日に

こども-ごせんち【子供】-【五センチ】名-名(1)1 向う岸

ころがす-まま【転がす】-【侭】動-名(1)1 ●

こどもじみる-いる【子供染みる】-【居る】動-動･補(1)1 捨て

ころ-かなしい【頃】-【悲しい】名-形(1)1 子供に

て

ころ-こおひい【頃】-【コーヒー】名-名(1)1 すすり

こども-もどる【子供】-【戻る】名-動(1)1 つれて

ころ-この【頃】-【此の】名-連体(1)1 部屋も

こと-わかる【事】-【分かる】名-動(1)1 ずっと

ころ-しゃんぱん【頃】-【シャンパン】名-名･酒(2)1～2 はじけ

こと-わすれきれる【事】-【忘れ切れる】名-動(1)1 窓を

て

こと-わたし【事】-【私】名-名(2)1～2 エスパー

ころ-しょうねん【頃】-【少年】名-名(1)1 戦士に

こなゆき-ける【粉雪】-【蹴る】名-動(1)1 ふもとの

ころす-とんぼ【殺す】-【蜻蛉】動-名(1)1 採った

こなゆき-しゅくふくする【粉雪】-【祝福する】名-動(1)1 イる・

ころ-すむ【頃】-【住む】名-動(1)1 街は

補

ころ-たぶん【頃】-【多分】名-副(1)1 もっと

こなゆき-はいだ【粉雪】-【high だ】名-形動(1)1 気分に

ころ-ひとめ【頃】-【人目】名-名(1)1 大事よ

こなゆき-まう【粉雪】-【舞う】名-動(1)1 来た･補

ころぶ-けむり【転ぶ】-【煙】動-名(1)1 舞い立つ

この-かわべ【此の】-【川辺】連体-名(2)1～2 走るなら

ころ-ふたり【頃】-【二人】名-名(5)1～5 もう

この-けしき【此の】-【景色】連体-名(2)1～2 消えるから

ころ-みなと【頃】-【港】名-名(1)1 暮れなずむの

このごろ-しずむ【此の頃】-【沈む】名-動(1)1 見えるけれど

ころ-よく【頃】-【能く】名-副(1)1 ここまで

このさい-とかい【此の際】-【都会】連-名(1)1 置き去り

ころん-ふりむく【コロン】-【振り向く】名･化粧-動(1)1 しま

この-つぎ【此の】-【次】連体-名(3)1～3 死んでも

う

この-へや【此の】-【部屋】連体-名(2)1 確かに,2 ひどい

こわい-あなた【怖い】-【貴方】形-名(1)1 離さないわ

この-ほてる【此の】-【ホテル】連体-名(2)1 ●,2 ＊

こわい-ずっと【怖い】-【ずっと】形-副(1)1 ●

この-まち【此の】-【町】連体-名(2)1 顔を,2 消えた

こわい-ない【怖い】-【無い】形-形･補(2)1～2 ●

このまま-さめだす【此の侭】-【冷め出す】連-動(1)1 自分が

こわれる【壊れる】動-●(1)1 ●

このまま-じかん【此の侭】-【時間】連-名(2)1～2 忘れて

こんど-あきらめる【今度】-【諦める】名-動(3)1～3 ●

このまま-よい【此の侭】-【良い】連-形(3)1～3 ●

ごんどら-のる【ゴンドラ】-【乗る】名-動(2)1～2 いつか

この-めぐりあい【此の】-【巡り合い】連体-名(1)1 心の

こんな-あおい【此んな】-【青い】連体-形(2)1～2 朝

この-よのなか【此の】-【世の中】連体-名(1)1 ひとりしか

こんな-ひ【此んな】-【日】連体-名(1)1 観音崎の
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こんびなあと-ああ【コンビナート】-【嗚呼】名-感(1)1 煌いて

さざめき-せつない【さざめき】-【切ない】名-形(1)1 遠く

こんや【今夜】名-＊(1)1＊

ささやき-ぜんぶ【囁き】-【全部】名-名(2)1～2 くりかえす

こんや【今夜】名-●(1)1 ●

ささやく-わたし【囁く】-【私】動-名(1)1 ずっと

こんや-ちがう【今夜】-【違う】名-動(1)1 街

さざんくろす-よる【サザンクロス】-【夜】名-名(1)1 導いて

こんや-はちじ【今夜】-【八時】名-名(1)1 なれば

さす-かれこだち【差す】-【枯木立】動-名(1)1 桜並木で

こんや-ふたり【今夜】-【二人】名-名(1)1 旅立つ

さすらう-きょうはんしゃ【流離う】-【共犯者】動-名(1)1 ●

さあ-lost【さあ】-【lost】感-形(1)1 Horizon

させる【させる】動-＊(2)1～2 ○

さあ-いまじねえしょん【さあ】-【イマジネーション】感-名(1)1

させる【させる】動-●(2)1～2 ●

あなたは

させる-じゃま【させる】-【邪魔】動-名(1)1 No

さあ-つれる【さあ】-【連れる】感-動(1)1 イって→ゆく・補

させる-だめだ【させる】-【駄目だ】動-形動(1)1 ●

さあふてんごく【サーフ天国】名-●(1)1 ●

させる-もの【させる】-【物】動-名(1)1 のぞいて

さいこうだ【最高だ】形動-●(1)1 ●

さそいあえる-あなた【誘い合える】-【貴方】動-名(1)1 悪い

さいご-かぜ【最後】-【風】名-名(1)1 喫いに

さそう-たわあさいど【誘う】-【タワーサイド】動-名(1)1 出れ

さいご-じぇらしい【最後】-【ジェラシー】名-名(3)1～2 ●,3 ＊

ば

さいご-せん【最後】-【線】名-名(1)1 待って

さそう-むかし【誘う】-【昔】動-名(1)1 笑いころげたい

さいご-ちいくたいむ【最後】-【チークタイム】名-名(1)1 ●

さそう-ろんさむたうん【誘う】-【ロンサム･タウン】動-名(1)1

さいご-ばいくびより【最後】-【バイク日和】名-名(1)1 ●

●

さいご-はなす【最後】-【話す】名-動(2)1～2 カフェテリア

さっき-おひる【先】-【御昼】副-名(1)1 カフェで

さいご-よあけ【最後】-【夜明け】名-名(3)1～3 ●

さっき-おもいつく【先】-【思い付く】副-動(1)1 粉雪が

さいご-れんらくさき【最後】-【連絡先】名-名(1)1 持って

さっし-べらんだ【サッシ】-【ベランダ】名-名(1)1 想いは

さいしゅうものれえる-ひがし【最終モノレール】-【東】名-名

さとる-ねおん【悟る】-【ネオン】動-名(1)1 照らされ

(1)1 空を

さばいばあ-な【サバイバー】-【名】名-名(1)1 知らぬ

さいしょ-あう【最初】-【会う】名-動(1)1 人が

さばく-こえる【砂漠】-【越える】名-動(1)1 来た･補

さいしょ-わかる【最初】-【分かる】名-動(1)1 イたのは・補

さびしい-down town boy【寂しい】-【down town boy】形-名(2)1

さいていだ【最低だ】形動-●(1)1 ●
さいん【サイン】名-●(1)1 ●
さえぎる-すずめ【遮る】-【雀】動-名(1)1 遊ぶ
さかさまだ-うつす【逆様だ】-【映す】形動-動(1)1 気まぐれだ
よ
さがす-いま【探す】-【今】動-名(1)1 やっと
さがす-すれちがう【探す】-【擦れ違う】動-動(1)1 同じ
さかな-かえる【魚】-【帰る】名-動(1)1 二人の

～2 まぶたの
さびしい-rasa sayang geh【寂しい】-【rasa sayang geh】形外ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･感(2)1～2 ●
さびしい-おとな【寂しい】-【大人】形-名(1)1 なって
さびしい-きみらしい【寂しい】-【君らしい】形-形(1)1 フォー
ムで
さびしい-くらす【寂しい】-【暮らす】形-動(2)1～2 イると・
補

さかのぼる【遡る】動-●(1)1 ●

さびしい-とおい【寂しい】-【遠い】形-形(1)1 声

さき-かれ【先】-【彼】名-名(1)1 姿

さびしい-ない【寂しい】-【無い】形-形･補(1)1 ●

さき-ふう【先】-【ふう】名-感(1)1 ときどき

さびしい-へや【寂しい】-【部屋】形-名(1)1 絵葉書

さきほこる-かなう【咲き誇る】-【叶う】動-動(1)1 想いを

さびしい-わたし【寂しい】-【私】形-名(2)1～2 I

さき-みえる【先】-【見える】名-動(1)1 イたの・補

さびしさ-だく【寂しさ】-【抱く】名-動(2)1～2 これから

さく【咲く】動-●(1)1 ●

さびしさ-わかちあう【寂しさ】-【分かち合う】名-動(1)1 くれ

さくら-きせつ【桜】-【季節】名-名(1)1 めぐり来る

る

さくらなみき-ある【桜並木】-【有る】名-動･補(1)1 誰もが

さびる-ふね【錆びる】-【船】動-名(1)1 ナホトカに

さくら-みる【桜】-【見る】名-動(1)1 さびれた

さびれる-この【寂れる】-【此の】動-連体(2)1 ホテルから,2 ホ

さくらんぼ-つつみ【桜ん坊】-【包み】名-名(1)1 できるだけ

テルまで

さけぶ-かぜ【叫ぶ】-【風】動-名(1)1 じっと

さびれる-ひとあし【寂れる】-【一足】動-名(1)1 先

ささげる-ひと【捧げる】-【人】動-名(1)1 笑われそうな

さまざまだ-いるみねえしょん【様々だ】-【イルミネーション】

さざなみ-のこす【漣】-【残す】名-動(1)1 ●
さざなみ-わたしたち【漣】-【私達】名-名(5)1～5 離ればなれ
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形動-名(2)1～2 包んで
さまざまだ-じんせい【様々だ】-【人生】形動-名(3)1～3 ●

さます-すぐ【覚ます】-【直ぐ】動-副(1)1 すぐに

く・補

さます-もう【冷ます】-【もう】動-副(1)1 すぐ

しあわせ-いのる【幸せ】-【祈る】名-動(1)1 なり

さまよいびと-なる【さ迷い人】-【為る】名-動(1)1 ●

しあわせだ-かたづく【幸せだ】-【片付く】形動-動(1)1 いった

さまよう【さ迷う】動-●(1)1 ●
さまよう-かわく【さ迷う】-【渇く】動-動(1)1 日々を
さむい-さんたくろおす【寒い】-【サンタクロース】形-名(2)1
～2 雪の

わ→ゆく・補
しあわせだ-さびしさ【幸せだ】-【寂しさ】形動-名(2)1～2 抱
いて
しあわせだ-する【幸せだ】-【為る】形動-動(1)1 イると・補

さめだす-じぶん【冷め出す】-【自分】動-名(1)1 哀しい

しあわせだ-なれる【幸せだ】-【為れる】形動-動(1)1 ●

さようなら【左様なら】感-●(2)1～2 ●

しあわせ-わたし【幸せ】-【私】名-名(2)1～2 ●

さようなら-いう【左様なら】-【言う】感-動(2)1～2 頃は

しいずんおふ-あいする【シーズンオフ】-【愛する】名-動(1)1 時

さようなら-こむ【左様なら】-【混む】感-動(1)1 イた・補

は

さようなら-さようなら【左様なら】-【左様なら】感-感(1)1 ●

しいずんおふ-ゆうひ【シーズンオフ】-【夕日】名-名(1)1 短く

さようなら-ひしょち【左様なら】-【避暑地】感-名(1)1 灯り

しいずん-かける【シーズン】-【駆ける】名-動(1)1 ゆく・補

さらあむ-もんすうん【サラーム】-【モンスーン】感-名(3)1 ブ

しいつ【シーツ】名-●(1)1 ●

ロンズの,2～3 永遠に

しいつ-うみ【シーツ】-【海】名-名(1)1 吹いて

さらう【攫う】動-●(2)1～2 ●

しいつ-やみ【シーツ】-【闇】名-名(1)1 ●

さらう-Kobe girl【攫う】-【Kobe girl】動-名(4)1～4 くれた

しいと-ふさぎこむ【シート】-【塞ぎ込む】名-動(1)1 イたら・

ら

補

さらう-あと【攫う】-【後】動-名(1)1 みんな

じいぷ-はこぶね【ジープ】-【方舟】名･車-名(1)1 変わる

さらう-くれる【攫う】-【呉れる】動-動･補(1)1 いいのに

じぇらしい【ジェラシー】名-＊(1)1＊

さらす【晒す】動-●(1)1 ●

じぇらしい【ジェラシー】名-●(2)1～2 ●

さりげない-きく【然り気無い】-【聞く】形-動(1)1 あなたは

しお-かおり【潮】-【香り】名-名(1)1 ここへ

さる-ない【去る】-【無い】動-形･補(1)1 ああ

しおかぜ-かんじる【潮風】-【感じる】名-動(1)1 Keep on

さる-ゆく【去る】-【行く】動-動･補(2)1 オレンヂの,2 雨に

しお-たより【潮】-【便り】名-名(2)1～2 ●

さわぐ【騒ぐ】動-●(1)1 ●

しかたない【仕方無い】形-●(1)1 ●

ざわめく-くうこう【ざわめく】-【空港】動-名(1)1 ●

しかたない-こころ【仕方無い】-【心】形-名(1)1 離れて

さわる-ほう【触る】-【方】動-名(1)1 いい

しがつごと-おなじ【四月毎】-【同じ】名-形動(1)1 席は

さんかい-ならす【三回】-【鳴らす】名-動(3)1～3 切ったら

しがみつく-あの【しがみ付く】-【彼の】動-連体(1)1 日

ざんこくだ-なる【残酷だ】-【為る】形動-動(1)1 どうぞ

じかん-あまりだ【時間】-【余りだ】名-形動(1)1 楽しく

ざんしょ-まち【残暑】-【町】名-名(1)1 ●

じかん-けす【時間】-【消す】名-動(2)1～2 ●

さんた-うち【サンタ】-【家】名-名(1)1 やって来る

じかん-はぐれる【時間】-【逸れる】名-動(1)1 今日まで

さんたくろおす-さむい【サンタクロース】-【寒い】名-形(2)1

じかん-わすれる【時間】-【忘れる】名-動(2)1～2 世界を

～2 サンタクロース
さんたくろおす-せ【サンタクロース】-【背】名-名(3)1～3 高
い
さんたくろおす-つむじ風【サンタクロース】-【旋風】名-名(3)1
～3 追い越して
さんたくろおす-ぷれぜんと【サンタクロース】-【プレゼント】
名-名(2)1～2 かかえて
さんたくろおす-ほんとう【サンタクロース】-【本当】名-名(5)1
～5 サンタクロース
さんたくろおす-ゆき【サンタクロース】-【雪】名-名(3)1～3 街
から
さんたくろおす-わたし【サンタクロース】-【私】名-名(2)1～2
家に
さんた-つれる【サンタ】-【連れる】名-動(1)1 行ったきり→ゆ

しく-ぼでぃ【敷く】-【ボディ】動-名(1)1 描いた
しける-うみ【時化る】-【海】動-名(1)1 やがて
じこく【時刻】名-●(2)1～2 ●
しごと-しずかだ【仕事】-【静かだ】名-形動(1)1 夢を
しごと-とおく【仕事】-【遠く】名-名(1)1 行った→ゆく
しこむ-あんてな【仕込む】-【アンテナ】動-名(1)1 口紅から
しす【死す】動-●(1)1 ●
しずかだ-えき【静かだ】-【駅】形動-名(1)1 伝言板は
しずかだ-じゆう【静かだ】-【自由】形動-名(1)1 どれだけ
しずかだ-たいふう【静かだ】-【台風】形動-名(1)1 目に
しずかだ-なつ【静かだ】-【夏】形動-名(1)1 終わる
しずかだ-ゆめ【静かだ】-【夢】形動-名(1)1 持った
しずむ-みえる【沈む】-【見える】動-動(1)1 こっちまで
しずめあう【沈め合う】動-●(1)1 ●
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しせん-あの【視線】-【彼の】名-連体(1)1 娘に
しぜん-なみ【自然】-【波】名-名(1)1 雨雲

しゃあべっと-よい【シャーベット】-【良い】名-形(1)1 会えな
い

しぜん-べっど【自然】-【ベッド】名-名(4)1～4 目覚めた

しゃぎい-しく【シャギー】-【敷く】名-動(1)1 ボディに

しぜん-ゆき【自然】-【雪】名-名(1)1 太陽

しゃしん-あなた【写真】-【貴方】名-名(1)1 かたわらに

じだい-どこか【時代】-【何処か】名-名(1)1 一度

しゃしん-ぐれいす【写真】-【グレイス】名-名･人(1)1 ●

した-かたほう【下】-【片方】名-名(2)1～2 捨てた

しゃしん-しんぶん【写真】-【新聞】名-名(1)1 飾る

したぎ-くろ【下着】-【黒】名-名(1)1 煙草は

しゃしん-すてる【写真】-【捨てる】名-動(1)1 ●

した-くぐる【下】-【潜る】名-動(1)1 ゆかないか・補

しゃしん-ちいさな【写真】-【小さな】名-形動(1)1 噂が

しっかりする-いる【確りする】-【居る】動-動･補(1)1 ●

しゃしん-とる【写真】-【取る】名-動(1)1 ●

じっと-する【じっと】-【為る】副-動(2)1～2 ちょっとだけ

しゃしん-みる【写真】-【見る】名-動(1)1 波止場に

じっと-み【じっと】-【身】副-名(1)1 さらしながら

しゃしん-むかう【写真】-【向かう】名-動(1)1 白い

じっと-みみ【じっと】-【耳】副-名(1)1 よせた

しゃつ-かぜ【シャツ】-【風】名-名(1)1 ふくらむ

しつれんする-すこし【失恋する】-【少し】動-副(1)1 前

しゃつ-きる【シャツ】-【着る】名-動(1)1 やつだと

じどうどあ-ひらく【自動ドア】-【開く】名-動(1)1 そこは

しゃったあ-おと【シャッター】-【音】名-名(1)1 ●

しぬ-いつしか【死ぬ】-【何時しか】動-副(3)1～3 あなたを

しゃったあ-おりる【シャッター】-【降りる】名-動(1)1 店の

しぬ-うしなう【死ぬ】-【失う】動-動(1)1 ●

しゃつ-ひじ【シャツ】-【肘】名-名(1)1 あたりを

しのぶ-ゆく【忍ぶ】-【行く】動-動･補(1)1 ●

しゃつ-ひゃくかい【シャツ】-【百回】名-名(1)1 刻んで

しばふ-におい【芝生】-【匂い】名-名(1)1 深く

しゃべりかた-その【喋り方】-【其の】名-連体(1)1 おどけ方

しばらく-こどく【暫く】-【孤独】副-名(1)1 感じて

じゃま-no【邪魔】-【no】名-形(3)1～3 No

しばらく-する【暫く】-【為る】副-動(1)1 ああ

しゃわあはうす-きがえる【シュワー･ハウス】-【着替える】名-

しばらく-ちきゅう【暫く】-【地球】副-名(2)1～2 止まって

動(1)1 くり出せ

しばらく-まつ【暫く】-【待つ】副-動(1)1 みるわ・補

じゃんく-むれ【ジャンク】-【群れ】名-名(1)1 ゆったり

しばらく-ゆうやみ【暫く】-【夕闇】副-名(2)1～2 ひとり

しゃんぱん-はじける【シャンパン】-【弾ける】名･酒-動(2)1 あ

しばる【縛る】動-●(1)1 ●

なたも,2 新郎

しぶき-だく【飛沫】-【抱く】名-動(1)1 High な

じゅうご-あなた【十五】-【貴方】名-名(1)1 髪を

しぶき-にどと【飛沫】-【二度と】名-副(1)1 同じ

じゅうし-ちょっと【十四】-【一寸】名-副(1)1 待って

じぶん-いためる【自分】-【痛める】名-動(1)1 とどく

じゆうだ-こころ【自由だ】-【心】形動-名(3)1～3 Happy

じぶん-かなしい【自分】-【悲しい】名-形(1)1 ●

じゆう-どれ【自由】-【何れ】名-名(1)1 相手を

じぶん-せい【自分】-【所為】名-名(1)1 ●

しゅうまつ-ねだる【週末】-【強請る】名-動(1)1 行くけど→ゆ

じぶん-ぱらだいす【自分】-【パラダイス】名-名(1)1 しようよ

く

じぶん-みえる【自分】-【見える】名-動(1)1 ●

しゅくだい【宿題】名-●(1)1 ●

しぼむ-こい【萎む】-【恋】動-名(2)1～2 メレンゲ

しゅくだい-なくなる【宿題】-【無くなる】名-動(1)1 ものだと

しまう【仕舞う】動･補-●(9)1～9 ●

しゅくふくする-いる【祝福する】-【居る】動-動･補(1)1 ●

しまう-おく【仕舞う】-【置く】動･補-動･補(1)1 ●

しゅっせき-いたす【出席】-【致す】名-動(1)1 返事を

しまう-かがやき【仕舞う】-【輝き】動-名(1)1 死ぬまで

じゅひょう-そめる【樹氷】-【染める】名-動(1)1 しばらく

しまう-くせ【仕舞う】-【癖】動･補-名(1)1 ●

じゅもん-となえる【呪文】-【唱える】名-動(1)1 ●

しまう-この【仕舞う】-【此の】動･補-連体(4)1～2 景色も,3

じゅもん-やさしい【呪文】-【優しい】名-形(1)1 縛りたいの

～4 川辺を

じょうかまち-けしいん【城下町】-【消印】名-名(1)1 カードを

しまう-つぎ【仕舞う】-【次】動･補-名(1)1 あなたの

しょうじょ【少女】名-●(3)1～3 ●

しまう-でんわ【仕舞う】-【電話】動･補-名(1)1 あなたの

しょうじょたち-あめ【少女達】-【雨】名-名(1)1 打たれる

しまう-よい【仕舞う】-【良い】動･補-形(1)1 ●

しょうせつ【小説】名-●(2)1～2 ●

しま-くるしい【島】-【苦しい】名-形(1)1 潮の

じょうねつ-み【情熱】-【身】名-名(2)1～2 まかせて

しまじま【島々】名-＊(1)1＊

しょうねん-くるしさ【少年】-【苦しさ】名-名(1)1 向き合う

しま-はこぶ【島】-【運ぶ】名-動(6)1～5 ●,6 ＊

しょうねん-せんし【少年】-【戦士】名-名(2)1～2 なる

しみ-なる【染み】-【為る】名-動(3)1～2 ●,3 ＊

しょうり-どれ【勝利】-【何れ】名-名(1)1 自分を

しめくくる-きっく【締め括る】-【キック】動-名(1)1 ゴールを
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Note
A 3-gram List for Automatic Experimentation of Japanese Pop Song
Writing (1)
ITO Masamitsu (Taisho University, Faculty of Letters)
Keywords: random generation, third-order word approximation, a 3-gram list, text
synthesizer, Japanese popular songs, Matsutoya Yumi
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.
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