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あ1扱感宛ああ亜
あ穐亜悪Ⅰアジア亜＊亜細亜から亜Ⅱ○頭 準じ
る亜決蔭熱帯
ああ扱副宛あのように亜決蔭した姶==あのような逢
ああ1扱感宛義嘆声の一亜＊嗚呼は文語的表
記亜蟻肯定哀承知哀受け答えの語亜決蔭唖そう
誼呼びかけの語亜決蔭唖きみきみ ♢＊易あ椅と
も亜愛蟻誼は目上に使うと失礼亜
アーカイブ3 archive デジタルデータ化した大
規模な資料亜また唖そのためのデータの圧縮技
術亜＊古文書唖公文書館の意亜
アーガイル3 argyle 洋服で唖ひし形模様亜
アーキテクチャー4 architecture 義建築姶磯
学逢亜蟻コンピューターの基本構造亜
アークとう穐―灯悪電灯の一亜2つの電極間
で弓形の光を発する亜＊アークは弧の意亜
アーケード3 arcade 義商店街で唖日よけ哀雨
よけの屋根をつけた道亜蟻大建造物で唖丸い
天井をもつ通路亜
アース1 earth扱スル宛電気機器と大地を結ぶこ
と亜また唖そのコード亜接地亜＊大地哀土の意亜
決院カラー4 蔭color 大地の色亜茶系統の
色亜決院ワーク4 蔭work 現代美術の一亜
ランドアート亜＊大地や自然物を素材に大規
模に制作される亜
アーチ1 arch 義建築の構造で唖弓形姶磯の門逢亜
迫持せり

もち亜蟻野球で唖ホームラン亜決蔭をかける
アーチェリー1 archery 洋弓姶磯術逢亜また唖その
競技亜
アーティスティック5 artistic ○素 芸術的亜決
院スイミング9 蔭swimming シンクロナイ

ズドスイミングの新しい名称亜
アーティスト1 artist 芸術家亜アーチスト亜○対
アルチザン

アーティチョーク4 artichoke 西洋野菜の

一亜つぼみを食べる亜チョウセンアザミ亜
アーティフィシャル3 artificial扱ダ宛人工的亜
技巧的亜○対ナチュラル
アート1 art 義芸術亜美術亜蟻アート紙亜決
院紙し

3 つやのある上質紙亜決院シアター4

蔭theater 芸術映画専門の劇場亜決院セ
ラピー4 蔭therapy 芸術療法亜＊ダンスや

音楽を通して治療する亜決院ディレクタ
ー5 蔭director 義演劇の美術監督亜蟻広
告美術の専門家亜決院フェア4 蔭fair 現
代美術の見本市亜
アーバン urban ○素 都会の亜決蔭ライフ
アーベント1

ドイ
ツ Abend 夜に催す磯音楽会姶映

画会逢亜…の夕べ亜決ショパン蔭＊夕方の意亜
アーミー1 army 軍隊亜特に唖陸軍亜決院ナ
イフ5 蔭knife 多機能な折り畳み式小型ナ
イフ亜＊軍隊で日用品として採用亜決院ル
ック5 蔭look 兵士風の服装亜
アーム1 arm 義腕亜蟻腕状のもの亜決いすの
蔭 決院チェア4 蔭chair ひじ掛けいす亜決
院ホール4 蔭hole 洋服のそでぐり亜決院レ
スト4 蔭rest 義座席などのひじかけ亜蟻デス
クワークに用いる唖腕用のまくら亜決院レスリ
ング4 蔭wrestling 競技としての腕相撲亜
アーメン ポルト

ガル amen扱感宛キリスト教で唖祈り

などの後に唱える語亜＊確実哀まことにの意亜
アーモンド1 almond バラ科の小高木亜実は
菓子哀料理の材料や薬用に亜巴旦杏はたん

きよう亜
アーリアじん4穐―人悪インドヨーロッパ語族の
人々亜＊アーリアは梵語ぼん

ご で高貴の意亜
アール フラ

ンス are ○尾 面積の単位の一亜100m2亜
アール フラ

ンス art 決院デコ4 蔭
フラ
ンス déco 装飾美

術の様式の一亜＊1920年代に流行亜決院
ヌーボー4

フラ
ンス蔭nouveau 建築哀工芸の新

様式亜＊20世紀初頭唖フランスで流行亜
アールエイチいんし7 穐Rh因子悪血球中の
因子の一亜アールエッチ因子亜＊その有無によ
ってRh＋とRh−に分けるのがRh式血液
型亜
ああん Ⅰ1扱感宛嘆声の一亜ああ亜Ⅱ○態扱姶と逢
副哀スル宛泣いたり唖口を開けたりするようす亜
あい穐相悪○頭 義一緒に亜決蔭乗り 蟻互いに亜
決蔭知る 誼語調を整える亜決蔭成らぬ愛蔭す
みません

あい1穐合い悪合い着亜合い服亜
あい1穐愛悪義かわいがり大切に思う磯こと姶心逢亜
蟻恋亜決院の結晶けつ

しよう扱連宛愛し合う男女
の子供亜決院の 潔鞭む

ち扱連宛愛するがゆえにとる
厳しい態度亜
あい1穐藍悪義允タデ科の一年草亜蟻アイの葉
や茎から採る染料姶磯の色逢亜藍色亜
アイ1 eye 目亜按目に似たもの亜決カメラ蔭
あいあいがさ5穐相合い傘悪1本の傘を男女
ふたりでさすこと亜
アイアン1 iron ボールを打つ部分が鉄製のゴ
ルフクラブ亜＊鉄の意亜○対ウッド
あいいれな哀い4穐相 件容れない悪扱形宛互いに磯
一致しない姶受け入れない逢亜
あいいろ穐藍色悪濃い青色亜インジゴ亜
あいいん穐合印悪書類や帳簿で唖照合のしるし
に押す印亜合判亜
あいいん穐愛飲悪扱スル宛特定の嗜好し

こう飲料を日
ごろから好んで飲むこと亜
あいうち穐相打ち哀相討ち哀相撃ち悪両者が
同時に打ち合うこと亜按あいこ亜
あいえんか穐愛煙家悪タバコが好きな人亜
あいえんきえん5穐合縁奇縁悪男女の気が合
う合わぬは唖みなふしぎな縁による亜
あいおい穐相生い悪義同じ木の根から2本の
幹が生長すること亜決蔭の松 蟻夫婦が共に
長生きすること亜＊易相老い椅の意亜
あいか1穐哀歌悪悲しい思いの歌亜エレジー亜
あいがかり3穐相懸かり悪義将棋の序盤で唖
双方が同様の駒こ

ま組みで対すること亜蟻敵味
方が同時に互いに攻め合うこと亜
あいかぎ穐合い鍵悪その錠に合う別の鍵亜
あいかた Ⅰ穐相方悪義相手亜蟻溢娃件敵 潔娼娃逸
姶遊里で逢客の相手の遊女亜Ⅱ穐合方悪義能
で唖はやし姶磯方逢亜蟻歌舞伎で唖せりふに合わせ
て入れる三味線亜
あいがも允 件間 潔鴨哀合 潔鴨悪マガモとアヒルとの
雑種亜食用亜
アイカラー3 eye color アイシャドー亜
あいかわらず穐相変わらず悪扱副宛以前と同
様に亜
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あいかん穐哀感悪もの悲しい感じ亜決蔭をこめて
歌う
あいかん穐哀歓悪葵文茜悲しみと喜び亜決蔭をと
もにする

あいがん穐哀願悪扱スル宛哀れっぽく頼むこと亜
あいがん穐愛玩悪扱スル宛大切にしてかわいがるこ
と亜決蔭動物
あいぎ穐合い着哀件間着悪義上着と下着との
間に着る衣服亜蟻合い服亜
あいきどう3穐合気道悪武道の一亜護身が目
的で唖関節わざが中心亜
あいきゃく穐相客悪同席姶同室逢の客亜
アイキャッチャー3 eye-catcher 広告で唖人目
をひくデザイン亜
あいきょう3穐愛 件敬哀愛 潔嬌悪義にこやかでかわ
いいこと亜蟻あいそ亜決蔭をふりまく
あいきょう穐愛郷悪決院心し

ん3 郷土を愛する
気持ち亜
あいきょうげん3穐件間狂言悪能で唖狂言師が
演ずる部分亜
あいくち 合口哀娃潔匕 件首娃悪つばのない短刀亜

＊その長さから九寸く
すん五分ともいう亜

あいくち穐合い口悪相性亜決蔭が悪い
あいくるし哀い5穐愛くるしい悪扱形宛あどけな
くてかわいらしい亜
あいけん穐愛犬悪かわいがっている犬亜また唖犬
をかわいがること亜決蔭家
あいこ溢相子逸勝負なし亜○類ひきわけ
あいこ1穐愛顧悪扱スル宛引き立てること亜ひいき亜決
ご蔭をいただく ○類恩顧
あいご穐相碁悪棋力が等しい者どうしの碁亜
あいご1穐愛護悪扱スル宛かわいがり大事にすること亜
あいこう穐愛好悪扱スル宛愛し好むこと亜決蔭者
あいこう穐愛校悪自分の学校を愛すること亜決
蔭心
あいこく穐愛国悪母国を愛すること亜
あいことば3穐合い言葉悪義仲間を確認する
合図の言葉亜蟻主義や主張を示す標語亜
あいごま穐件間駒悪将棋で唖防御のために相手
の駒の利き筋に打つ磯こと姶駒逢亜あい亜決蔭がき
く

アイコン1 icon コンピューターの画面に表示
される唖プログラムやファイルを示す絵や図形亜

＊イコンから亜
アイコンタクト5 eye contact 視線を合わせ
て意思を通じること亜
あいさい穐愛妻悪妻を愛し大切にすること亜ま
た唖その妻亜決蔭家
あいさつ1 挨拶悪扱スル宛義易こんにちは椅や易さよう
なら椅などの言葉亜蟻会合や集会の儀礼的な
言葉姶磯を述べること逢亜決就任の蔭 誼うけこた
え亜決蔭に困る 議⇨ごあいさつ 決院代がわ
り5 交際のための唖あいさつの代わりとなる磯も
の姶品物逢亜
あいし1穐哀史悪悲しい磯歴史姶物語逢亜
あいじ1穐愛児悪かわいがっている自分の子供亜
あいしあ哀う4穐愛し合う悪扱五宛互いに愛する亜
アイシー穐IC悪＊integrated circuit の略亜決
院タグ5 半導体集積回路とアンテナを組み
込んだ超小型通信装置亜
あいしゃ穐愛車悪愛用の磯自動車姶オートバイ逢亜
あいじゃく穐愛着悪扱スル宛あいちゃく亜
アイシャドー3 eye shadow 目の周りに塗っ
て唖目元を引き立たせる化粧品亜＊アイシャド

ウとも亜

あいしゅう穐哀愁悪やるせない悲しみ亜決蔭を
帯びたメロディー
あいしょ穐愛書悪義本が好きなこと亜決蔭家
蟻愛読書亜
あいしょう穐哀傷悪扱スル宛悲しみに心をいためるこ
と亜決蔭歌
あいしょう3穐相性悪ふたり姶男女逢の気性が合
うこと亜
あいしょう穐愛称悪ニックネーム亜あだ名亜
あいしょう穐愛 潔妾悪気に入りのめかけ亜
あいしょう穐愛唱悪溢愛 潔誦逸扱スル宛好んで口ずさ
むこと亜決院歌か

3 好んで歌う歌亜
あいじょう穐哀情悪悲しい気持ち亜
あいじょう穐愛情悪愛する気持ち亜
あいじょう穐愛嬢悪葵文茜まなむすめ亜＊他人の
娘についていう亜○類令嬢 ○対愛息
あいじん穐愛人悪義恋人亜蟻情人亜
アイシング1 icing 義扱スル宛患部を冷やすこと亜
蟻洋菓子の砂糖の衣亜誼アイスホッケーの反
則の一亜アイシング ザ パック亜
あい哀す1穐愛す悪扱五宛あいする亜
アイス1 ice 義こおり亜蟻アイスクリーム哀アイ
スキャンデーの略亜誼高利貸しの俗称亜＊氷
菓子と同音から亜決院アリーナ5 蔭arena
スケートリンク亜決院キャンデー4

日蔭can-
dy 棒状の氷菓子亜決院キューブ4 蔭cube
角氷亜決院クリーム5 蔭cream 冷たい乳
製品の一亜決院コーヒー4 蔭coffee 冷た
いコーヒー亜決院ショー4 蔭show アイススケ

ートによるショー亜決院スケート5 氷上をす
べるスケート亜＊ice skating から亜決院スマ
ック5

日蔭smack チョコレートで包んだアイ
スクリーム亜スマック亜決院ダンス4 フィギュア

スケートの種目の一亜男女のペアで踊る亜＊ice
dancing から亜決院ティー4 蔭tea 冷たい
紅茶亜決院ピック4 蔭pick 氷を割る錐き

り亜
決院ペール4 蔭pail 氷入れ亜決院ボック
ス4 蔭box 氷で冷やす姶磯携帯用の逢冷蔵庫亜
決院ホッケー4 蔭hockey 氷上でスケートを
はいてするホッケー亜1チーム6人亜決院ミル
ク4 蔭milk 義冷たい牛乳亜蟻アイスクリー
ム状食品の一亜＊乳固形分10％以上唖乳
脂肪分3％以上亜
あいず1穐合図悪扱スル宛前もって決めたサイン亜
アイスバーン4

ドイ
ツ Eisbahn 積雪の表面が氷

のようになった状態亜
あいすべき4穐愛すべき悪扱体宛かわいくて親し
みを感じる亜
あい哀する3穐愛する悪扱スル宛義かわいがり大切に
する亜蟻好む亜決酒を蔭 誼恋する亜
あいせき穐合い席哀相席悪扱スル宛姶飲食店で逢他の
客と同席すること亜
あいせき穐哀惜悪扱スル宛葵文茜人の死などを悲しみ
惜しむこと亜
あいせき穐愛惜悪扱スル宛義愛して大切にすること亜
蟻おしむこと亜決落花に対する蔭
あいせつ穐哀切悪扱名哀ダ宛哀れで悲しいこと亜
あいせん1穐相先悪碁や将棋で唖互い先亜
あいぜん穐愛染悪葵仏茜愛欲の煩悩にとらわれる
こと亜決蔭明王みよう

おう

アイゼン1 登山靴につけるすべり止めの金具亜

＊
ドイ
ツ Steigeisenから亜

あいぜんごして穐相前後して悪扱連宛次々に亜
あいそ1穐哀訴悪扱スル宛涙ながらに訴えること亜
あいそ3 愛想悪義人当たりがよい磯こと姶言

あいかん 2
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葉逢亜蟻もてなし亜決何の蔭もない 誼⇨おあい

そ ♢＊易あいそう椅の転亜決院が尽
つ哀きる い

やけがさす亜決院がな哀い 人当たりが悪い亜
決院尽づかし4 いやになって唖見捨てること亜
決院もこそも尽つき果は哀てる まったくきら

いになる亜決院笑わ
らい4扱スル宛相手にへつらうつ

くり笑い亜
あいそう3穐愛想悪あいそ亜
あいぞう穐愛憎悪愛と憎しみ亜
あいぞう穐愛蔵悪扱スル宛大切にしまっておくこと亜
決蔭版
あいそく穐愛息悪葵文茜かわいがっている息子亜

＊他人の息子についていう亜○類令息 ○対愛嬢
アイソタイプ4 isotype 絵文字言語亜＊in-
ternational system of typographic picture
education の略亜愛オーストリアのオットー==ノイ
ラートが開発亜
アイソトープ4 isotope 同位体亜同位元素亜
あいぞめ穐藍染め悪アイの染料で磯染めること
姶染めたもの逢亜
あいた穐開いた悪決院口く

ちがふさがらな哀い
あきれてものも言えない亜
あいだ穐間悪義時間哀空間のへだたり亜また唖そ
の範囲亜蟻なか亜決木立ちの蔭 誼関係亜決
親子の蔭 決院柄が

ら 人と人との関係亜決院
に立た哀つ 仲介する亜
アイターン3穐I―悪日 I turn 都会出身者が地
方で就職唖定住すること亜＊Uターンのもじり亜
あいたい穐相対悪差し向かい姶対等逢で物事を
すること亜決院 件尽ずく 互いに磯承知姶相談逢の
上ですること亜
あいたい哀する1穐相対する悪扱スル宛義互いに向
かい合う亜蟻対立する亜
あいたしゅぎ4穐愛他主義悪他人の利益と幸
福をめざして行動する主義亜○対利己主義
あいたずさ哀える1穐相携える悪扱下宛互いに協
力する亜
あいちゃく穐愛着悪扱スル宛心ひかれ思い切れない
こと亜あいじゃく亜○類執着哀未練
あいちょう穐哀調悪もの悲しい調子亜
あいちょう穐愛鳥悪義姶野生の逢鳥をかわいがる
こと亜蟻かわいがっている鳥亜決院週間しゆう

かん 5

バードウイーク亜5月10日から1週間亜
あいつ溢件彼 件奴逸扱代宛易あの人哀あれ椅のぞんざい
な言い方亜＊易あやつ椅の転亜
あいついで1穐相次いで悪扱副宛次々と亜
あいつ哀ぐ1穐相次ぐ悪扱五宛次々に続く亜
あいづち 相 潔槌哀相 潔鎚悪決院を打う哀つ 人
の話に受け答えをし唖うなずく亜＊鍛冶

か
じで唖2

人が互いに鎚を打ち合うことを相鎚といった亜
あいて3穐相手悪義対象となる磯もの姶人逢亜蟻
仲間亜決遊び蔭 誼敵亜決蔭に不足はない 決
院次第し

だい4 物事が相手の出方で決まること亜
決院取ど哀る4扱五宛争いの相手とする亜決院
にならな哀い 実力などに差がありすぎて唖対
抗できない亜
アイデア1 idea 着想亜アイディア亜決院マン4

日蔭man 名案を次々に出す人亜
アイディーカード5穐ID―悪身分証明書亜＊
identify card の略亜
あいでし穐相弟子悪同じ先生に学ぶ者どうし亜
アイテム1 item 義姶データの逢項目亜蟻姶収集
品や服の逢品目亜決人気の蔭
アイデンティティー3 identity 自分は自分で
あって唖他人とは違うこと亜自己同一性亜

あいとう穐哀悼悪扱スル宛人の死を悲しみいたむこ
と亜決蔭の意を表する 決院の辞じ扱連宛悔やみ
の言葉亜
あいとう穐愛刀悪愛用の刀亜決蔭正宗まさ

むね

あいどく穐愛読悪扱スル宛好んで読むこと亜
あいともな哀う1穐相伴う悪扱五宛義連れだつ亜
蟻一緒に現れる亜
アイドリング1 idling扱スル宛機械姶自動車逢のエ
ンジンを空転させること亜＊回転数の調整のた
めに行なう亜決院ストップ7

日蔭stop 自動
車の駐停車時唖エンジンを止めること亜
アイドル1 idol かわいい姶かっこいい逢人気者亜
＊もとは偶像唖崇拝される磯物姶人逢亜
あいなかば哀する1穐相半ばする悪扱スル宛半分ず
つの状態だ亜決功罪蔭
あいなめ允溢潔鮎 件並逸近海魚の一亜アブラメ亜
あいな哀る1穐相成る悪扱五宛易なる椅の改まった
言い方亜
あいにく溢娃件生憎娃哀娃合憎娃逸扱姶と逢副哀ダ宛具
合がわるいようす亜決蔭姶磯と逢留守る

すだ

アイヌ1
アイ
ヌ ainu 北海道や樺太から

ふとに住む民
族亜＊古くは易えぞ椅易えみし椅とよばれた亜愛人の
意亜
あいのこ穐合いの子哀件間の子悪混血児亜雑
種亜按中間的なもの亜＊差別的表現亜
あいのて3穐合いの手哀件間の手悪歌や踊りに
合わせて入れる手拍子やかけ声亜＊もとは唖歌
と歌の間の唖三味線の演奏亜按話と話の間に
はさむ言葉亜決蔭を入れる
あいのり穐相乗り悪扱スル宛乗り物に一緒に乗る
こと亜按共同で事業などをすること亜
あいば1穐愛馬悪かわいがっている馬亜また唖馬を
かわいがること亜
アイパー1 こて姶アイロン逢を使ってかける男性
用パーマ亜＊日 iron permanent から亜
あいは哀む1穐相 件食む悪扱五宛食い合う亜決骨肉
蔭姶==血縁関係にある者どうしが争う逢
あいはん穐合判悪あいいん亜
アイバンク3 eye bank 失明者への角膜移
植をあっせんする機関亜目の銀行亜
あいはん哀する1穐相反する悪扱スル宛一致しない亜
アイビー1 ivy ツタの一種亜決院スタイル6

日蔭style アイビールック亜決院リーグ5 Ivy
League アメリカ東部の8大学で結成するリ
ーグ亜決院ルック5 アイビーリーグの学生風
の服装亜＊Ivy League look から亜
アイピー穐IP悪＊Internet Protocol の略亜決
院電話でん

わ インターネットの回線を使った電
話亜
アイピーエスさいぼう7穐iPS細胞悪体細胞
に遺伝子操作を加えてつくる細胞亜さまざまな
細胞に変化しうる亜人工多能性幹細胞亜決
ヒト蔭＊induced pluripotent stem cells
あいびき穐合い 潔挽き悪牛と豚の肉をまぜて磯
挽くこと姶挽いた肉逢亜
あいびき 潔逢い引き悪扱スル宛男女の密会亜
あいびょう穐愛猫悪かわいがっている猫亜また唖
猫をかわいがること亜
アイピロー3 eye pillow 目に当てて目の疲れ
をとる小さな枕亜目枕亜
あいぶ1穐愛 潔撫悪扱スル宛かわいがりなでさすること亜
あいふく穐合い服哀件間服悪冬服と夏服の間
に着る衣服亜
あいふだ穐合い札悪義金や品物を預かった証
拠に渡す札亜蟻割り符亜

3 あいふだ
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