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赤 …………………… 194
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明るみに出る …… 240
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秋 …………………… 132
飽きる・飽く ……… 204
悪事千里を行く … 171
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明日
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頭高型 ……………… 351
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あつし
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暗喩 ………………… 151
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いきづくり
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生きとし生けるもの 234
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法 …………… 117, 341
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五十六
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いたす ………… 373, 375
いただく …………… 378
いたちごっこ ……… 27
一衣帯水…………… 409
いちじく …………… 281
いちじるしい …… 281
イチ・ニ・サン …… 326
一日千秋 …………… 132
一倍 ………………… 162
一攫千金…………… 171
一騎当千 …………… 170
一生 ………………… 184
一生懸命…………… 184
一所懸命…………… 184
一寸先は闇 ……… 160
一寸の虫にも五分の魂 160
一朝一夕 ……………… 96
いっぱいいっぱい … 24
一筆啓上…………… 374
逸物 …………………… 93

いとこ
（従兄・従弟・従
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いなずま
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稲村ガ崎・稲村ヶ崎 261
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異表記 ……………… 301
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忌み言葉 ……………… 18
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（いやさか）… 401
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インキ・インク …… 415
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イントネーション 233
隠喩 ………………… 151
陰暦 ………………… 329
魚心あれば水心 … 410
ウオツカ …………… 315
伺う …………… 370, 374
受け付け・受付…… 274
受け身 ……………… 201
うざい ………………… 22
薄口 ………………… 244
薄め ………………… 244
打ち消しの助動詞 211
打つ …………………… 14
美しい ………………… 50
うなずく …………… 281
ウラジオストク … 411
うららか …………… 405
ウルトラＣ ……… 423
うわさをすれば影 102
エアコン …………… 174
栄養・営養 ………… 305
エスパニャ ……… 289
襟を正す …………… 157
エルサルバドル … 411
延期 …………………… 58
婉曲表現 ……………… 57
遠称 ………………… 257
演じる・演ずる…… 206
延長 …………………… 58
お
（敬語）…………… 362

追いし ……………… 138
おいしゅうございます 356
お忙しいところ恐縮で
すが ……………… 383
おいで ……………… 364
王国 …………………… 62
王女 …………………… 62
おおがい
（頁）……… 78
大台に乗る ……… 106
おおまがとき …… 395
大技 ………………… 104
お帰りなさい …… 367
置きっぱ …………… 249
オクラ ……………… 419
送り仮名 …………… 272
送りがなのつけ方 273
送り仮名の付け方
………… 273, 275, 299

行う・行なう ……… 273
おざなり ……………… 48
伯父・叔父 ………… 128
おしくらまんじゅう 122
小父さん …………… 128
押すな押すな ……… 24
落ちる ………………… 19
大人 ………………… 127
大人びる ……………… 30
大人ぶる ……………… 30
踊り字 ……………… 262
おのおの
（各・各々・
………… 25, 263
各㽁）
己
（おのれ） ……… 213
お化け ………………… 40
小母さん …………… 128
尾羽
（おばね）…… 108
お開きにする ……… 18
お待ちしています 372
お待ちになっています 372
おむつ ……………… 362
お召し上がりになる 379
おめでた …………… 155
お目もじ …………… 187
面影 ………………… 102
おもちゃ …………… 362
おやすみなさい … 367
お八つ ……………… 164
お湯が沸く ……… 140
おる ………………… 375
オ列長音 …………… 279

負われて …………… 138
音節 ………………… 345
音素 ………………… 345
御中 ………………… 361
音読み ………………… 96

か〜こ
か・ケ・ヶ・箇 ……… 260
カード ……………… 414
外車 …………………… 94
回文 ………………… 345
外来語 …… 89, 174, 176,
285, 287, 325, 346,
350, 415, 418

外来語の表記 …… 291
各務原・各務ヶ原 261
係り助詞 …………… 397
係り結び …………… 397
夏季 ………………… 133
伴 …………………… 172
書き入れ時 ……… 424
核の傘 ……………… 110
陰・影 ……………… 102
陰口 ………………… 102
かけくらべ ……… 122
影法師 ……………… 102
雅言 …………………… 43
過去 …………… 218, 221
歌語 …………………… 43
雅語 …………………… 43
傘・笠・暈・嵩 ……… 110
風切り羽 …………… 108
嵩
（かさ）
にかかる 110
笠
（かさ）
に着る … 110
重ね字 ……………… 262
重ねる ………………… 19
暈
（かさ）
をかぶる 110
河岸
（かし） ……… 131
菓子 ………………… 188
霞が関・霞ヶ関…… 261
片仮名 ……………… 284
カタカナ書き …… 287
カタカナ語 ……… 285
肩すかし …………… 423
かたみに ……………… 43
ガタロウ …………… 129
勝ちみ ……………… 241
合衆国 ………………… 91
カッターシャツ … 417

ガッツポーズ …… 423
かつて ……………… 315
カップ ……………… 415
活用 ………………… 199
活用語尾 ……… 273, 329
必ず …………………… 36
必ずしも ……………… 36
必ずや ………………… 36
カネ ………………… 286
可能 …… 201, 203, 227
可能動詞 ……… 201, 203
河伯 ………………… 129
上一段活用 ……… 207
神業 ………………… 104
カムチャツカ …… 315
かむなび …………… 391
カメ ………………… 182
かも ………………… 221
から …………………… 44
空揚げ・唐揚げ … 298
辛い ………………… 142
ガラス ……………… 415
空振り ……………… 422
借りる・借る ……… 204
カルタ ………… 325, 414
カルテ ……………… 414
夏炉冬扇…………… 132
河・川 ……………… 130
かわず ………………… 43
かわたれ
（時）…… 394
河内
（かわち）…… 318
河原・川原 ………… 131
貫 …………………… 161
ガン ………………… 289
簡易字体……………… 85
漢音 ……………… 61, 93
カンガルー ……… 183
漢語 … 60, 95, 167, 373,
418

慣習 …………………… 63
間食 …………………… 62
漢数字 ……………… 294
感嘆符 ……………… 267
感動詞 ………………… 35
神無月 ……………… 393
間髪を入れず …… 410
漢文 …………………… 95
甘味
（かんみ）…… 241
換喩 ………………… 151

慣用句 ……………… 137
漢和辞典 76, 78, 81, 92
戯訓 ………………… 293
起源・起原 ………… 305
擬声語 ………………… 25
擬態語 ………… 25, 419
気づきの助動詞 … 221
義務
（べし） ……… 227
きめこまか・きめこま
やか ………………… 53
きもい ………………… 22
疑問符 ……………… 266
脚
（きゃく） ……… 255
旧仮名遣い ⇨ 歴史的仮
名遣い

牛耕式 ……………… 271
旧字体 ………83, 85, 106
旧暦 ………………… 329
来
（き）
よう ……… 307
きら星のごとく … 410
切る …………………… 19
切れ ………………… 255
きれい ………………… 50
近称 ………………… 257
食う ………………… 376
クエスチョンマーク 266
九九 ………………… 292
くさかんむり ……… 76
くさぐさ ……………… 43
くせに ………………… 32
果物 …………… 188, 390
くだらない ……… 210
くちへん ……………… 76
愚痴る ………………… 21
句点 ………………… 265
くの字点 …………… 263
首っ丈 ……………… 402
くぼみ ……………… 240
苦味
（くみ） ……… 241
組 …………………… 252
グラス ……………… 415
比べ・競べ ………… 122
くり返し符号 …… 262
来る・くる ………… 308
紅 …………………… 319
暮れなずむ ……… 395
暮れ六つ …………… 164
黒 …………………… 194
クロスワードパズル 176

黒っぽい …………… 246
軍配 ………………… 422
訓読み ………… 96, 272
蛍光灯 ……………… 153
敬語の働き ……… 354
敬称 …………… 360, 371
形容詞 ……………… 199
形容詞＋です …… 357
形容動詞……… 67, 199
ゲーム ……………… 350
激・劇 ……………… 304
げた箱 ……………… 191
けだもの …………… 390
げたを預ける …… 191
けちる ………………… 20
結果を出す ……… 192
結構 ………………… 349
欠食 ………………… 186
けぶり・けむり ……… 54
けり ………………… 220
顕
（けん）……………… 79
現在 ………………… 218
献上 ………………… 374
謙譲語Ⅰ 363, 369, 373,
377

謙譲語Ⅱ
（丁重語）
…… 369, 371, 373, 375

源泉・原泉 ………… 305
現代仮名遣い
（新仮名
遣い） 277, 279, 281,
282, 315

ゲント ……………… 289
玄武 ………………… 195
こ
（粉・子・蚕・籠） 388
個 …………………… 252
濃い口 ……………… 244
濃いめ ……………… 244
轟音 …………………… 86
康熙字典……………… 76
康熙字典体 ……… 106
合コン ……………… 175
公算 …………………… 15
公用文作成の要領
………………… 271, 287

合理的 ………………… 68
超える・越える…… 116
呼応 ………………… 229
氷菓子 ……………… 188
呉音 ……………… 61, 93
さくいん
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語幹 …………… 223, 245
国王 …………………… 62
国字 …………… 113, 121
黒白
（こくびゃく）
をつ
ける ………………… 60
告る …………………… 21
語源・語原 ………… 305
語源俗解……… 387, 393
午後 ………………… 412
こころばえ ………… 43
ございます ……… 365
ゴジラ ………… 12, 150
こずえ ……………… 390
午前 ………………… 412
こそあど言葉 …… 257
濃そうだ …………… 245
ご存じ ……………… 207
五段活用…………… 207
ごっこ ………………… 27
コップ ……………… 415
言霊 …………………… 18
子どもっぽい …… 246
この ………………… 256
このころ・このごろ 322
木の葉 ……………… 390
木の実 ……………… 390
此は如何に ……… 139
ご飯 ………………… 154
込む・混む ………… 120
ごめんなさい …… 366
木漏れ日 …………… 390
粉雪
（こゆき）…… 388
来
（こ）
よう ……… 307
五里霧中 …………… 408
これ ………………… 256
コロケーション …… 15
今後 …………………… 56
混交語 ………………… 13
混種語 ………………… 97
コンセント ……… 172
コンタミネーション 13
こんにちは ……… 276
こんばんは ……… 277

さ〜そ
歳・才 ………………… 84
財布のひも ……… 156
さえずる ……………… 14
サ行変格活用 …… 207

iv

さく
（柵・冊）……… 255
朔
（さく）……………… 80
作物 …………………… 92
桜 …………………… 154
さしあげる ……… 376
指す …………………… 14
サツ …………………… 16
冊 ……………… 252, 255
五月晴れ …………… 404
五月闇 ……………… 404
さび …………………… 55
さびしい ……………… 54
さびる
（寂びる・錆びる）55
さびれる ……………… 55
サ変 ………………… 207
サポーター ……… 422
サボる ………………… 20
様
（さま）…………… 360
さみしい ……………… 54
五月雨 ………… 127, 404
さむい ………………… 23
さやか ………………… 43
去る …………………… 19
さわやか …………… 405
三差路・三伹路 … 303
参上 ………………… 374
さんずい ……………… 76
三昧
（さんまい・ざんま
い）………………… 406
算用数字 ……… 294, 296
し
（助詞）…………… 234
紙
（し）……………… 254
じ・ぢ ……………… 280
しあさって ………… 38
Ｇ
（ジー）
パン …… 417
子音 …………… 321, 345
塩焼き ……………… 159
茂み ………………… 240
湿気
（しけ）
る ……… 21
子午線 ……………… 413
事故る ………………… 20
指示語 ……………… 257
シシリー …………… 289
自然体 ……………… 423
字体 …………………… 85
七転八倒…………… 167
七難 ………………… 166
七変化 ……………… 166
シチリア …………… 289

実力がある ……… 192
シネコン …………… 175
自発 ………………… 203
渋い ………………… 142
しめすへん ………… 77
しも
（助詞） ……… 234
尺貫法 ……………… 160
しゃもじ …………… 187
衆 ……………………… 86
自由が丘・自由ヶ丘 261
習慣 …………………… 63
終止形 … 217, 223, 227
修飾 ………………… 324
終助詞 ……………… 233
秋霜烈日 …………… 133
十代 ………………… 107
衆知 …………………… 86
重篤 ………………… 180
十二支 ……………… 412
周年 …………………… 46
重箱読み ……………… 96
秋波を送る ……… 132
衆をたのむ ………… 86
熟字訓 … 127, 129, 131,
337

順延 …………………… 58
順風満帆……………… 97
升
（しょう） ……… 161
錠 …………………… 172
省エネ ………………… 94
しょうがない・しよう
（仕様）
がない … 306
正午 ………………… 412
畳語 …………………… 25
正子 ………………… 413
乗車 …………………… 94
小の月 ……………… 329
菖蒲 ………………… 405
常用漢字
（改定） 75, 83,
113, 120, 334, 339,
401, 407

将来 …………………… 56
将来的 ………………… 57
女王 …………………… 62
職
（ ・ ） …………… 84
所在なげ …………… 242
助詞 231, 235, 277, 323,
393, 403

助数詞 ………… 253, 255

食間 …………………… 62
ショック …………… 180
助動詞 … 201, 211, 219,
221, 223, 225, 227

しりとり …………… 346
〜じる ……………… 206
知れる ……………… 202
白 …………………… 194
四六時中 …………… 164
白黒をつける ……… 60
師走 ………………… 386
唇音 ………………… 317
陣笠 ………………… 111
新仮名遣い ⇨ 現代仮名
遣い

人気
（じんき）…… 331
新春 ………………… 132
信じる・信ずる…… 206
新陳代謝…………… 178
ず・づ ……………… 280
水火も辞さない …… 60
すいません ……… 316
推量
（べし） ……… 227
スープ ……………… 415
スオミ ……………… 289
すげのかさ ……… 110
すごい・すごく…… 216
朱雀
（すざく）…… 195
鈴なり ……………… 398
すずめ焼き ……… 159
すっ
（接頭語）…… 238
すったもんだ …… 239
すってんころりん 238
素っ頓狂 …………… 239
酸っぱい …………… 142
すっぱ抜く ……… 239
ステンショ ……… 387
スバル
（昴） ……… 420
全て ………………… 420
滑り込み …………… 423
滑る …………………… 18
統べる ……………… 420
スマートフォン … 290
スマホ ……………… 290
すみません ……… 316
炭焼き ……………… 159
澄む ⇨ 清音
スリジャヤワルダナプ
ラコッテ ………… 411

〜ずる ……………… 206
背
（せ）……………… 403
清音
（澄む） … 320, 322
清少納言…………… 408
背のたけ …………… 402
青竜 ………………… 195
接続詞 ……………… 225
接頭語 ………… 237, 239
接尾語 … 209, 241, 245,
247

ゼネコン …………… 175
ゼロ ………………… 268
零戦 ………………… 268
０メートル地帯 … 268
せわしい・せわしない 208
専 ……………………… 82
膳 ……………………… 81
千客万来…………… 170
千切り ……………… 170
千載一遇…………… 170
洗車 …………………… 94
栴檀は双葉よりかんばし 45
千に一つ …………… 170
千変万化…………… 170
専門用語 …………… 180
千里の道も一歩から 171
千六本に切る …… 170
巣窟 …………………… 97
そうだ ……………… 222
促音
（っ） 237, 313, 314
俗語 …………………… 43
十河
（そごう）…… 327
ソップ型 …………… 415
その ………………… 256
それ ………………… 256
尊敬語 … 363, 365, 373
尊敬の助動詞 …… 201
存じる ……………… 375
存ずる ……………… 207

た〜と
た
（助動詞） ……… 218
誰
（た）……………… 394
だ
（助動詞） ……… 356
代・台
（臺）………… 106
台 ……………… 252, 254
太陰太陽暦・太陰暦 329
対義語 ……………… 143
待遇表現…………… 355

大字
（だいじ）…… 295
代謝 ………………… 178
対象・対照・対称 … 100
対照的 ……………… 100
退治る ………………… 21
大の月 ……………… 329
台風・颱風 ………… 106
タイ焼き …………… 158
平らに発音する … 350
ダウンロード …… 177
たかが知れた …… 203
高みの見物 ……… 240
だから ……………… 224
卓 …………………… 255
濁音
（濁る） …320, 322,
324, 347

たくみへん ………… 77
タクる ………………… 21
丈 …………………… 402
だけ ………………… 403
たけくらべ ……… 402
武市
（たけち）…… 318
タコ焼き …………… 158
足す ………………… 136
たず …………………… 43
たそがれ …………… 394
たち ………………… 251
たっけ・だっけ …… 220
塔頭 ………………… 123
縦書き ……………… 270
他動詞 ………………… 29
たとえ ⇨ 比喩
たとえ火の中、水の中 60
たなごころ ……… 393
Ｗ
（ダブル） ……… 417
食べる ……………… 376
だまかす ……………… 28
だまくらかす ……… 28
卵焼き・玉子焼き 298
だます ………………… 28
足りない・足らない 204
探検・探険 ………… 300
断定の助動詞 221, 225
乳
（ち）……………… 389
違う ………………… 198
違くない …………… 198
チクる ………………… 21
千千
（ちぢ） ……… 169
ちっとも …………… 228

チャンネルを回す … 14
中食
（ちゅうじき） 331
中称 ………………… 257
中途 …………………… 63
丁
（ちょう） ……… 252
朝刊 …………………… 96
張本人 ……………… 409
チョーク …………… 416
直喩 ………………… 151
ちょっと …………… 148
散らかす・散らす … 28
っ ⇨ 促音
ツアコン …………… 175
一日
（ついたち）127, 328
通俗語源…………… 387
月 ……………………… 80
つきへん ……………… 80
つごもり …………… 328
つつましい ………… 52
〜っぱなし ……… 248
粒 …………………… 252
つぶる ………………… 54
〜っぽい …………… 246
つましい ……………… 52
つまらない ……… 210
つむる ………………… 54
〜づめ ……………… 248
梅雨
（つゆ） ……… 127
つらまえる ………… 13
丁
（てい）…………… 302
Ｔシャツ …………… 416
Ｔ字路 ……………… 302
ティーンエージャー 107
丁字路 ……………… 302
ディスる ……………… 21
丁重語 ⇨ 謙譲語Ⅱ
丁寧語 … 357, 359, 363
提喩 ………………… 155
テーブルクロス … 176
デカ …………………… 16
できっこ ……………… 26
適当 ………………… 349
デコる ………………… 20
です ………………… 356
デッドロック …… 177
手に負えない …… 212
テレホン・テレフォン 290
天気 ………………… 192
天気予報…………… 153

伝聞の助動詞 …… 223
電話帳 ……………… 152
等
（とう）…………… 251
頭
（とう）…………… 253
棟
（とう）…………… 255
唐音 ………………… 123
同音異義語 101, 137, 342
同音衝突 …………… 389
同音の漢字による書き
かえ ……………… 303
動詞 …………… 67, 199
灯台もと暗し …… 156
読点 ………………… 264
とうに ……………… 396
同の字点 …………… 262
とうの昔 …………… 396
当用漢字 … 85, 131, 303
当用漢字音訓表 … 117
当用漢字字体表 …… 83
〜通
（どお）
し …… 248
とがらかす ………… 28
とがらす ……………… 28
特色 …………………… 99
特長・特徴 …………… 98
特定商品名 ……… 155
時計数字 …………… 295
とことわに ………… 43
年が明ける ……… 140
土地鑑・土地勘…… 425
途中 …………………… 63
とっくに …………… 396
轟く …………………… 86
殿
（どの）…………… 360
ど真ん中 …………… 236
ともがき ……………… 43
ドライバー ……… 351
ドラマ ……………… 351
とらまえる ………… 13
ドラム ……………… 350
取る・捕る・採る・撮る・
執る ……………… 118
午砲
（どん） ……… 152
とんがらかす ……… 28
ドンキホーテ …… 408
とんでもございません
……………………… 358

とんでもない …… 358
とんでもないことでご
ざいます ………… 358
さくいん

v

な〜の
ない …………… 146, 208
ナイジェリア …… 411
ないとは限らない 144
なう …………………… 23
ナウい ………………… 22
ナウな ………………… 23
なおざり ……………… 48
中食
（なかしょく） 331
永田町 ……………… 150
長っ ………………… 214
長雨
（ながめ）…… 318
なくなる ……………… 19
なげ ………………… 242
なさい ……………… 366
なさげ ……………… 242
なぞなぞ …………… 136
夏 …………………… 132
なつあし ……………… 77
など ………………… 250
七
（なな）…………… 326
七色の声 …………… 166
七重の膝を八重に折る
……………………… 167

七転び八起き …… 166
七たび探して人を疑え
……………………… 167

七光り ……………… 167
七曲がり …………… 166
なに
（何）…………… 332
名にし負う ……… 234
なので ……………… 224
なのに ………………… 32
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