
in
inward：心の中の、内心の、内へ向かう、内［内
部］へ、心の中へ 

that 
those：それらの、それら、それらの人 

I 
my：私の

me：私を［に］

mine：私のもの

myself：私自身、私自身を［に］、いつもの自分 

on 
upon=on 

it 
its：（事物、動物を指して）それの、（性別不明
の）幼児の

itself：それ自身 

be 
is：beの3人称・単数・直接法・現在

am：beの1人称・単数・直接法・現在

are：beの2人称・単 /複数及び1・3人称・
複数・直接法・現在 

he 
his： 彼の

him：彼を［に］ 

himself ：彼自身、彼自身を［に］

you 
your：あなた（がた）の

yours：あなた（がた）のもの

yourself：あなた（がた）自身、あなた（がた）自
身を［に］ 

this 
these： これらの、これら

which 
whichever：どちら［どれ］でも

they 
them：それらを［に］、彼らを［に］ 

their：それらの、彼らの

themselves：彼ら自身で、彼ら自身を［に］ 

theirs：彼らのもの 

all 
overall：総合［全般］的な、全体の、全体とし
て、全体で 

one 
oneness：同一性

anyone：誰か、どんな人（でも）、誰も（～ない） 

someone：誰か、ある人、重要人物 

can 
canned：缶詰にした 

we 
us：私たちを［に］ 

our：私たちの

ours：私たちのもの

ourselves：私たち自身、私たち自身を［に］ 

will 
willful：意図的な、企んだ、故意の、わがまま
な、強情な、片意地な 

she 
her：彼女を［に］ 

hers：彼女のもの  

herself：彼女自身、彼女自身を［に］ 

who 
whoever：（～する者は）誰も、誰が（～しよう
とも）、（一体）誰が

whom：誰を［に］ 

whose：誰の、誰のもの 

other 
another：もうひとつの、追加の、別の、別の人
［もの］、もうひとつのもの、もう1人の人

do 
undo：ほどく、開ける、外す、無効にする、台無
しにする

done：済んだ、完了した、料理された

doer：行動の人、実践家

doable：できる

outdo：しのぐ

redo：やり直す

overdo：しすぎる、誇張する、使いすぎる、煮
［焼き］すぎる

overdone：煮［焼き］すぎた、過度の、誇張し
た、疲れ切った 

when 
whenever：～するときはいつでも、～するた
びに 

out 
outward：外面的な、表に現れた、外へ出て
行く、外へ向かう

outing：遠出、見学、遠足、競技会、同性愛者
のカミングアウト 

time 
timely：時機を得た、折よい

untimely：早すぎる、時期尚早の

timed：時期が～の、時限の

timeout：（活動の）一時中断

overtime：超過勤務、残業、時間外労働

timeless：時の流れに左右されない、永遠の 

old-timer：古参

timer：タイムスイッチ、タイマー 

timetable：時刻表、予定表、時刻表を組む 

time-limit：時間制限、時限 

all-time：空前の、史上最高［最低］の

timeworn：使い古した、昔からの 

real-time：同時（処理）の、即時（処理）の

meantime：その間、合間、それまでは

lifetime：一生、終生、生涯

halftime：中休み、半日勤務、半日制の

anytime：いつでも、いつも、常に 

up 
upward：上向きの、（量、価格が）上昇している 

what 
whatever：何でも、どんなこと［もの］が～ても

somewhat：幾分、やや、多少 

such 
suchlike：そのようなもの［人］ 

like 
unlike：～と異なって、似ていない

likeness：類似、似ていること

liking：好み、嗜好

dislike：嫌う、反感、毛嫌い、嫌うこと

alike：相似の、同様に、両方とも、一様に

likewise：同様に、同じく、なおまた

likelihood：見込み

likely：～しそうな、～らしい、もっともらしい

liken：たとえる、擬する

likable：好感のもてる、好ましい

unlikable：好かれない、好ましくない

unlikely：～しそうもない、ありそうもない、見
込みのない、思わしくない 

over 
overly：過度に、あまりに 

see 
all-seeing：万物を見通す

unseen：目に見えない、まだ見たことがない、
初見の

oversee：（作業を）監督する 

most 
mostly：主として、一般的に

foremost：主要な、一流の、一番先の 

should 
shall：～だろう 

through 
throughout：至るところで、～の間中、初め
から終わりまで 

where 
anywhere：どこかへ［に］、どこへ［に］も 
（～ない）、どこに［へ］でも、どこでも

somewhere：どこかに［で/へ］ 

elsewhere：よそに［で/へ］ 

wherever：どこでも、どこへでも
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nowhere：どこに［へ］も～ない 

way 
underway：航行中の、進行中の

highway：主要道路

wayside：道端、路傍

midway：中途に

halfway：中途で、不十分に、いくぶん

freeway：高速道路

beltway：循環道路

expressway：高速道路 

well 
well-being：（精神と身体の健康に基づく）幸福

unwell：加減が悪い、病気の

wellness：健康（であること） 

how 
somehow：なんとかして、どういう訳か、なぜか 

work 
worker：労働者、勤労者 

workable：運用［実行］できる、利用できる

workplace：仕事場、職場

workmanship：手際、技量、技術

workshop：仕事場、ワークショップ、研修会

workload：労働量、作業量

paperwork：文書業務、事務手続き

overworked：酷使される、時代遅れの

coworker：一緒に働く人、協力者、同僚

workout：運動

unworkable：（計画などが）実行［実施］でき
ない

hardworking：勤勉な、せっせと働く

workmanlike：腕利きの

workday：平凡な、つまらない、無味乾燥の

workstation：ワークステーション、端末機 

even 
uneven：平らでない、でこぼこした、不釣り合
いな、（試合などが）一方的な

unevenness：平坦でないこと、均等でないこ
と、不均衡

new 
newly：最近、新たに

anew：改めて、新たに

renewal：再開、復活、更新、（期限）延長、再
開発、回復、刷新

renew：再開する、更新［延長］する、繰り返す、
新たに取り換える 

life 
lifeless：死んだ、活気のない、生命のない、
気の抜けた

lifeline：救命索、生命線

lifeguard：人命救助員、安全要員 

lifelong：生涯の、一生の

lifelike：（肖像などが）実物のような 

life-size：等身大の

lifeblood：生命線、活力の元

lifelessness：生命がないこと、活気［生気］
がないこと

lifework：一生の仕事

lifestyle：生活様式 

just 
justice：公平性、公正性、正当性、司法、裁判

unjust：不当な、不公平な

unjustified：正当でない

justify：正しいことを証明する、正当化する

justified：妥当な、正当な、もっともな

justification：正当化  

injustice：不公平、不当さ、不当性 

same 
sameness：同様、同一、単調 

back 
backup：支援、（非常時の）予備［代替］品

backer：後援者

backward：後方の、後退する、退歩する、進
歩の遅い、立ち遅れた

backing：後援、裏張り、裏板、裏打ち 

know 
knowledge：知識

knowingly：それと知りながら、わざと、心得
顔に

knowledgeable：知識のある、物知りの 

know-how：ノー・ハウ

unknown：知られていない、無名の、名もな
い、有名でない 

make
remake：改作する、リメークする、リメーク

unmade：（ベッドが）整えられていない

makeup：組み立て、構成、構造、化粧品、嘘、
作り話 

use 
usage：（言語の）用法［語法 /使用］、取り扱い
（方）

used：中古の、慣れている

useful：有用な、役に立つ、実用的な

usefulness：有用性、使用可能性

useless：役に立たない、無益な、無能な

user：利用者、消費者

unused：（まだ）使われていない、用いたこと
がない、新品の、慣れていない

misuse：乱用、誤用、悪用、乱用｢誤用 /悪用］
する、虐待する

usable：使用可能な、使える 

man 
manly：男らしい

manhood：成人である状態、男らしさ、勇気

manlike：人のような、男らしい、男性向きの、
男のような

manned：人間を乗せた、有人の 

unmanned：無人の

manliness：男らしさ、勇ましさ 

own 
owner：主人、所有者

ownership：所有権 

down 
downside：否定的側面

downward：下降する、下向きの 

good 
goodness：善良さ、滋養分

better：より良い、より多い 

best：最上の、一番良い、一番上手に

goody：おいしいもの、魅力的なもの、善玉 

long 
longevity：長寿、（勤続期間などの）長続き

longish：やや長めの

longing：切望、熱望、憧れる 

day 
daytime：昼間

daily：毎日の、日々 の、1日単位の、1日

midday：正午、真昼 

under 
underneath：～の下に、内側に、底面、下部 

world 
worldly：世俗的な、俗世の、俗物の、俗っぽ
い

worldwide：全世界的な

underworld：暗黒街

worldliness：俗っぽさ

netherworld：地獄 

right 
rightly：当然、間違いなく

rightful：合法的な、適法な、正当な

righteous：（道徳的に）正しい、当然の

righteousness：正義、正直、公正、高潔な行為

righty：右利き（の）、 保守主義者（の）　

upright：まっすぐな、直立した、正直な、高潔な

uprightness：正直さ、高潔

downright：（主によくないことについて）全く
の、完全な

outright：全体の、全くの、あからさまな、明ら
かな、即座に、すぐさま 

get 
getter：得る人、ゲッター［吸収剤］、（ゲッター
を用いて残留ガスを）取り除く 

might 
mighty：強い、力のある、強大な、偉大な、非
常に、大いに 

still 
stillness：静けさ、静寂 

part 
partial：部分的な、不完全な、えこひいきする、
偏った



impartial：公平な

impartiality：公平無私、公明正大

partly：部分的に、ある程度は

partiality：偏愛、えこひいき

parting：離別、別れ、分割［分離］ 

little 
belittle：見くびる 

take 
takeover：企業［経営権］乗っ取り［引継ぎ］ 

retake：（都市などを）奪回する、撮り直し

overtake：追い越す、追い抜く［凌駕する］、
（災害などが）不意を打つ

intake：摂取（量）、吸入［流入］口、採用［徴用］ 

uptake：受容［利用］者数［率］、取り込み（率） 

different 
differ：異なる、意見が異なる、食い違う

difference：差異、相違、意見の差異、不和

differential：差異、格差、差をつける、差別的な

differentiate：区別する、弁別する、差別待遇
する

undifferentiated：分化して［差別されて］い
ない

differentiation：差異（の認定）、区別、差別
待遇 

found 
founder：創建者、創立者、失敗する、座礁する 

foundation：土台［基礎］、財団、設立、創立 

well-founded：基礎のしっかりした、事実に
基づいた、十分な理由［根拠］がある

unfounded：根拠のない、事実無根の 

place 
placer：入賞者

placement：（就業の）斡旋、置くこと、設置、
配置

misplace：置き違える

misplaced：買い被った、誤った、誤った対象
に向けた

placing：（競技などの）順位 

case 
bookcase：本棚、書棚

suitcase：スーツケース

caseload：担当件数、業務量

system 
systematic：体系的な、組織立った

systemic：全身的な、（薬物などが）浸透性の 

great 
greatness：大きいこと、巨大、重大、重要、偉大 

state 
stately：堂 と々した、威厳のある、荘重な

statement：声明、陳述、供述、声明書、陳述書

statesman：政治家

interstate：（米国などの）各州間の、州間高
速道路

stated：定まった、定期の、正式の、認定され
た、はっきり述べられた、明言された

statehood：国家の地位、州の地位 

need 
needless：不必要な

needy：貧乏な、貧窮している、自信のない、
愛情に飢えた

neediness：困窮、貧困、貧乏 

number 
numbered：番号がついた

outnumber：～より数が多い 

come 
comer：（ある目的のために集まった）全自発
的参加者、全応募者、来る人

newcomer：新参者

oncoming：近づいてくる

forthcoming：近づいている、来るべき、（金な
ど）用意された、愛想のいい 

think 
thinkable：考えられる、ありうる

unthinkable：想像できない

thinker：思想家、考える人 

hand 
handful：ひと握り、ひと掴み、少量

handy：すぐ使える、便利な、手近なところに
ある、器用な、手際のよい

handedly：手があって、手がついて

handily：便利に、簡単に

handiness：器用さ、巧妙さ、手ごろさ、便利さ

handless：手のない、不器用な

handout：施し物、宣伝ビラ、（政府が支給す
る）補助金

handiwork：仕事、作品、しわざ、手法 

handprint：掌紋 

red-handed：手が血まみれの、現行犯の

handshake：握手 

open-handed：気前のいい、物惜しみしない、
掌を使った

handheld：掌大の、ポケット用の、手に持って
使う

handstand：逆立ち

handbill：（手で配る）ビラ

handbreadth：手の幅、手幅尺 

heavy-handed：苛酷な、厳格な、圧政的な、
（料理人が材料など）多く使いすぎる

handcart：手押し車

handmade：手作りの

offhand：ぶっきらぼうな、無愛想な 

high 
highly：大いに、非常に、すこぶる、高く、高度
に、高く評価して

highness：高いこと、高さ、高位、高度、殿下

highland：高地の、高地 

say 
unsaid：言われていない 

every 
everything：あらゆるもの、最も大切なもの

everybody：各人皆、誰でも

everyone：すべての人、皆

everyday：日常の、毎日（の）

everywhere：至るところ（に［で/へ］）、どこでも 

power 
powerful：勢力のある、有力な、強力な、（薬
など）効能のある、強い、強健な

powerless：勢力のない、無力な、無能な

manpower：人力

firepower：（軍隊の）火力 

all-powerful：全能の

overpower：打ち勝つ、圧倒する、（心を）捉える

willpower：意志力 

year
yearly：年1回の、年間の 

half-yearly：半年ごとの

yearbook：年鑑、年報、卒業アルバム 

thought 
thoughtful：考え込んでいる、思いやりのある、
親切な、思慮深い

thoughtfulness：思いに耽ること、思慮深さ

thoughtless：不注意な、思いやりのない

thoughtlessness：考えが足りないこと、不人情

aforethought：前もって考えられた、計画的
な、故意の、事前の考慮、故意

forethought：事前の考慮

afterthought：後からの思いつき、後知恵 

order 
orderly：整頓された、整然とした、秩序のあ
る、法を守る、（将校の）従卒

disorder：無秩序、乱雑、騒乱、（心身機能の）
変調

disordered：乱雑な、混乱した、調子の悪い

disorderly：無秩序な、風紀を乱す、取り散ら
かした 

left 
lefty：左翼の人、左利き 

set 
setting：（あることの起こる）状況、背景、道具
立て

preset：前もって調整［セット］する

reset：（目盛りを）セットし直す、据え直す 

end 
ending：結末、終了、終わり、《文法》語尾

endless：無限の、果てしない、永遠の

unending：果てしない、永遠の 

important 
importance：重要性

self-important：もったいぶった、うぬぼれの
強い

unimportant：重要でない、些細な

all-important：極めて重要な 



water 
watery：水の、水のような、水を多く含んだ、
水っぽい、（色が）淡い

watering：散水、波紋

watered：灌漑された、（絹などに）波紋のある、
（資本など）水増しした

waterfall：滝

breakwater：防波堤

freshwater：淡水に住む、淡水の

watertight：水の漏らない、水を通さない、隙
のない

underwater：水中の

waterfront：川［海 /湖］に接した土地

waterlogged：浸水した、水のしみこんだ、水
浸しの

saltwater：海水［塩水］の、海の、航海に慣れた

waterproof：防水の、防水服、防水処理をする 

small 
smallish：やや小さい、小ぶりの 

point 
pointy：先の尖った

pointer：助言、指標、（計器などの）針、指示棒

viewpoint：観点、見地

pointless：無意味な、無駄な 

find 
newfound：新発見の、最近目につく 

around 
all-around：多方面の、全般にわたる、万能
の、多才な 

information
inform：知らせる、通知する、（人を）活気づけ
る、（情報を）調べる

informative：情報を与える、有益な

informant：通報者

informational：情報の、知識を与える

disinformation：ニセ情報

misinformation：誤報

informer：通報者、情報提供者 

informing：情報を与える、有益な、教育的な

misinform：誤った情報を与える

uninformed：知識のない、十分な情報のない 

want 
unwanted：望まれない、不要な 

less 
lessen：減る、減らす

lesser：より小さい、より少ない 

form 
unformed：未発達の、未熟な

formative：形成の

formation：形成、形成物、隊形［編隊］ 

home 
homeward：家路［本国］に向かう

homely：打ち解けた、質素な、家庭的な、親
しい

hometown：故郷の町

homestead：家屋敷、（政府から入植者に与
えられた）農地

homeless：ホームレスの、ホームレス

homesick：郷愁にかられた、ホームシックの

homemade：自家製の、手製の、国産の

homespun：素朴な、平凡な、手織りの

homeland：故国、祖国

homecoming：帰省、同窓会

homegrown：国内産の、当地産の

homelessness：家がないこと、ホームレスで
あること

homey：家庭のような、居心地の良い

homing：（鳥などが）巣に戻る、（ミサイルなど）
自動誘導式の 

public 
publicity：知れ渡ること、マスコミの関心、広
報、広告 

publicist：広報担当者 

publicize：知らせる、広告［広報］する 

large 
enlarge：拡大［拡張］する 

enlargement：拡大、拡張 

largeness：大きいこと、多大、広大、大袈裟、
誇張、寛大 

largesse：気前のよい援助、多額の贈与、祝儀 

large-scale：大規模の、広範な、大縮尺の 

largish：やや大きい、やや広い 

last 
lastly：最後に、終わりに当たって 

lasting：永続する、長持ちする 

outlast：～より長持ち［長続き］する 

process 
procession：行進、行列、列 

processor：加工処理用の機械、加工（処理）
する人 

processional：行進で用いられる、行列の 

processed：加工（処理）した 

fact 
factual：事実に基づく、事実上の 

factitious：わざとらしい、人為的な 

human 
humane：人道に適った、人情のある、思いや
りのある 

humanity：人類、人間、人間性、人間の属性、
人文学 

humanly：（人間の力で）可能な限り、人間的
に 

inhuman：非人間的な、残酷な、人間と思わ
れない 

humanitarian：人道主義的な、人道主義の 

humankind：人類、人間 

humanism：人文主義、ヒューマニズム 

subhuman：人間以下の 

inhumane：不人情な、非人道的な、残酷な 

humanoid：ヒューマノイド［人間に類似した
宇宙人］ 

family 
familial：家族の、家族性の、家系的な 

give 
given：定められた、特定の、～を考慮に入
れると、既定の事実 

head 
heading：題目、主題 

heady：刺激的な、うきうきした、意気揚 と々した 

headline：（新聞などの）見出し、主要ニュース、
（記事に）見出しをつける 

overhead：頭上に、空高く、頭上の、高架の、
（費用が）間接費の 

forehead：額
ひたい

headless：頭［首］のない 

headstone：墓石 

headfirst：頭を先にして、真っ逆さまに、大急
ぎで、向こう見ずに 

headgear：ヘッドギア

behead：首を切る 

headway：（船の）前進、進航、進捗度 

head-on：鉢合わせの、正面の 

far 
afar：遠くに、遥かに 

（far） faraway：遥かな、遠方の、（顔つきなど
が）夢見るような 

political 
politics：政治 

politic：賢明な、分別のある 

politician：政治家 

geopolitical：地政学の、地政学的な 

polity：政治的組織体、政府形態 

law 
lawful：法律で許された、合法的な 

lawyer：弁護士 

lawless：無法の、法の支配を受けない 

unlawful：不法の 

outlaw：非合法化する、禁止する、社会から
葬る、無法者、無頼漢 

lawsuit：訴訟 

lawlessness：法律を守らないこと、無法 

outlawed：非合法になった、法律上無効の 

law-abiding：法律を守る 

common-law：慣習法の、慣習法上の、民事
上の 

data 
datum：既知［前提］事項 

body 
bodily：身体の、まるごと、全部、そっくりそのまま 

anybody：誰でも、誰か、誰も（～ない） 

somebody：ある人、誰か 



antibody：抗体 

nobody：誰も（～ない）、取るに足りない人 

face 
facial：顔の、顔用の 

two-faced：表裏のある、偽善的な 

faceless：顔［個性］のない、正体不明の 

facedown： 顔を下にして、うつ伏せで

name 
namely：すなわち、言いかえれば 

nickname：あだ名、ニックネーム、あだ名を
つける 

unnamed：氏名不詳の、匿名の 

surname：姓 

namesake：同名の人 

rename：改名する 

side 
underside：（ものの）底面［下面］ 

upside：利点 

change 
unchanged：変わらない、不変の 

unchanging：変わらない、不変の 

interchange：交換、インターチェンジ、交換する 

interchangeable：交換できる 

changeableness：変わりやすさ、気まぐれ 

look 
lookout：見張り所、見張り番 

onlooker：見物人 

outlook：見地、～観、展望 

overlook：見逃す、見落とす、見晴らしが利く、
（大事なことを）無視する 

help 
helpful：役に立つ、重宝な 

helpfulness：役に立つこと、有益 

helpless：無力な、お手上げの、どうすること
もできない 

helplessness：無力さ 

self-help：自立、自助 

become 
unbecoming：不似合いな、不適切な 

possible 
possibility：可能性、ありうること、見込み 

second 
secondary：二次的な、副次的な、中等教育の 

present 
presence：居ること、存在、出席、（その場に
感じられる）気、（軍隊の）駐留、風采 

presently：現在、只今、早速、すぐさま 

presentation：提出、提示、授与、贈呈、紹介
［説明］、プレゼンテーション、上演 

presentable：見苦しくない、体裁のいい

misrepresentation：誤って［偽って］伝えるこ
と、誤報 

misrepresent：誤って［不正確に］伝える 

present-day：現代の、今
こんにち

日の 

love 
lovely：かわいらしい、美しい、きれいな、魅力
的な、優れた、すばらしい、立派な 

loveliness：愛らしさ、美しさ 

lover：恋人、愛人、愛好者 

lovesick：恋に悩む 

lovable：愛らしい、人好きのする

unloved：愛されていない 

lovingly：愛を籠めて、優しく、入念に 

loveless：愛のない 

unlovable：かわいらしくない、愛嬌がない、
嫌な 

lovelorn：失恋した、恋焦がれる 

mind 
mindful：念頭に置く、意識する、注意深い 

unmindful：無頓着な、不注意な 

absent-minded：忘れっぽい、上の空の 

mindset：思考態度 

absent-mindedly：ぼんやりして、ぽかんと、
上の空で 

mindless：考えのない、軽率な、バカな、（～
を）省みない 

absent-mindedness：放心状態、上の空 

open-minded：心の広い、偏見のない

value 
valued：評価された、価値の確定した、尊重
される、貴重な 

valuable：大切な、貴重な、高価な 

valuation：値踏み、価値、評価額、（才能など
の）価値判断 

unvalued：価値があると認められない、重ん
じられない、つまらない、（まだ）評価されて
いない 

invaluable：評価できないほどの、非常に貴
重な 

valueless：無価値な 

undervalue：過小評価する、軽視する、安く
見積もる

country 
countryside：田舎、田園 

countryman：同国人、田舎者 

person 
personal：個人の、個人的な、当人（だけ）の、
本人（直接）の 

personality：性格、人格、個性、著名人、（あ
る個性を持った）人、（場所の）雰囲気 

personage：著名人、名士 

impersonal：人間味のない、特定の個人と
関係しない、《文法》非人称の 

personnel：人員［職員］、（会社の）人事課 

personification：擬人化、擬人化したもの、
化身 

personalize：自分の名前をつける、個人専用
にする、個人化する 

personify：擬人化する、～の権化だ 

personable：魅力的な 

business 
businesslike：能率的な、実務的な 

general 
generalize：一般化する、概括する 

generalization：一般化 

room 
boardroom：（重役、理事の）会議室 

roomful：満座の人 、々部屋一杯のもの 

darkroom：暗室 

bathroom：お手洗い 

roomy：広 し々た 

anteroom：待合室 

restroom：お手洗い 

barroom：（ホテルなどの）バー 

roommate：ルームメート、同宿者 

cloakroom：（劇場、ホテルなどの）クローク
［携帯品預かり所］ 

backroom：奥の部屋、（政党などの指導者
の）秘密会合の場所 

group 
grouping：グループ 

regroup：（組織を）再編［再区分］する 

several 
severalty：個 、々個別性、（土地などの）単独
所有、単独所有地 

school 
preschool：幼稚園 

nothing 
nothingness：無、空

くう

、非実在、無存在 

house 
household：家政 

housekeeper：家計を切り盛りする人、ハウ
スキーパー 

housekeeping：家事、所帯の切り盛り、家政 

warehouse：倉庫 

householder：家屋所有者、世帯主 

houseless：家のない、宿なしの 

storehouse：倉庫 

housework：家事 

housing：住宅、住宅供給 

whole 
wholeness：全体、総体、一切、完全、無傷 

wholly：完全に、全面的に 

book 
notebook：ノート 

handbook：便覧、旅行案内書 

checkbook：小切手帳 

textbook：教科書、教科書的な 

bookish：本［学問］好きの 



booklet：小冊子、パンフレット 

bookshop：書店 

rulebook：規則書 

playbook：脚本 

bookshelf：本棚 

bookworm：本の虫、読書狂 

bookstore：書店 

bookmark：しおり 

booking：予約 

guidebook：案内書、ガイドブック 

control 
uncontrolled：抑制［制御］されない、規制を
受けない 

controller：管理者、制御装置、会計担当者
［経理部長］ 

uncontrollable：抑制できない、（状況の）収
拾がつかない 

level 
leveler：水平にならすもの、平等主義者 

levelheaded：常識のある、穏健な、分別のある 

sublevel：より低いレベル 

high-level：高位級の、高い位置の、高級水
準の 

light 
alight：燃えて、輝いて、（鳥などが）降りて止ま
る、（乗り物から）降りる 

lighten：軽くする、明るくする 

lightness：軽さ、敏捷、すばしっこさ、手際が
いいこと、快活、明るさ、明るいこと 

lightly：軽く、そっと、少しばかり 

lighter：ライター 

sunlight：日光、日差し 

daylight：日光 

candlelight：ろうそくの明かり 

lightning：稲妻、稲光 

starlight：星の光 

flashlight：懐中電灯、閃光 

stoplight：停止信号、交通信号 

lighthouse：灯台 

limelight：脚光、世間の注目を浴びる立場 

headlight：ヘッドライト 

relight：再び点火する 

spotlight：スポットライト、世間の注目、スポッ
トライトを当てる、目立たせる 

study 
understudy：代役、代役の稽古［代役］をする 

studious：熱心な、学究的な 

night 
nightly：夜ごとの 

midnight：夜の12時、真夜中 

tonight：今夜 

nightfall：日暮れ、夕暮れ 

nightmare：悪夢、怖ろしい出来事 

overnight：夜通し、一晩中 

all-night：終夜（営業）の、夜通しの、徹夜の 

nighttime：夜間、夜 

thing 
something：あるもの［こと］、何か、ひとかど
の人物、注目すべきこと/もの、ずいぶん

anything：何か、何も（～ない）、何でも 

self　
selfish：利己的な 

unselfish：利己的でない、無私の 

selfless：利他的な、無私の 

selflessness：利他、無私 

nature 
good-natured：気立てのよい、気さくな 

natural：自然の、正常な、当然な、生まれつき
の、気取らない 

unnatural：不自然な、異常な、わざとらしい 

supernatural：超自然的な、超自然的現象 

preternatural：異常な、超自然的な 

naturalization：帰化、自然化 

certain 
uncertain：確信がない、よく知らない、不確
実な、変わりやすい、自信のない 

uncertainty：不確実性、半信半疑 

certainty：確実なこと、確実性 

certitude：確信 

ascertain：確かめる 

question 
questioner：質問者 

questionable：いかがわしい、眉唾ものの 

questionnaire：アンケート 

unquestioningly：疑問を抱かずに、ためら
わずに、無条件に 

sense 
sensible：分別［良識］のある、理にかなった、
実用的な、意識している

sensibility：感性、感受性

sensation：感じ、感覚、センセーション 

sensitive：繊細な、感じやすい、鋭敏な 

insensible：無感覚な、無神経の 

senseless：無意味な、無意識の、人事不省
の、無分別な 

sensual：官能的な、セクシーな、感覚的な 

sensational：人騒がせな、世間をあっと言わ
せる、扇情的な 

sensuality：官能［肉欲］性、好色、淫蕩 

sensory：感覚の 

oversensitive：神経過敏な 

insensitivity：無感覚、鈍感 

hypersensitive：過敏な、感覚過敏症の 

sensitivity：繊細さ、（芸術的）感性、敏感性、
感受性、感度 

insensitive：鈍感な、無感応の、反応しない、
無感覚の 

war 
warship：軍艦 

warfare：戦闘、戦争、争い 

line 
unlined：線を引いていない、皺のない、裏を
つけていない 

lined：皺の寄った、線を引いた、裏のついた 

outline：概要を述べる、輪郭を描く 

underline：下線を引く、強調する、重要性を
明確にする 

sideline：副業、サイドライン、（人を）中心部
門から外す 

liner：（大洋航路などの）定期船、線を引く人 

lining：裏［裏地］、（胃などの）内壁 

support 
supportive：支える、支持する、力づける 

supporter：（政党などの）支持者［後援者］、
ファン［サポーター］

father 
fatherhood：父であること 

fatherly：父親のような、慈父のような 

fatherless：父のない 

grandfather：祖父 

stepfather：義父、継父 

great-grandfather：曾祖父 

forefather：父祖、祖先 

mother 
motherhood：母であること 

motherly：母のような、慈愛深い 

mothering：育児 

stepmother：義母、継母 

grandmother：祖母 

motherless：母のない 

motherland：母国、祖国 

child 
childish：子どもじみた、幼稚な 

children：子どもたち

childhood：子どもの頃 

childless：子どものいない 

grandchild：孫 

able 
ably：うまく、たくみに 

unable：～できない、～しえない 

ability：できること、能力、才能、技量 

inability：無能、不能 

disable：不具にする、無能［無力］にする 

disabled：不具になった 

disability：（身体的、精神的）障害 

heart 
hearty：心の温かい、愛情のこもった、達者な、
元気な、旺盛な、心からの 



heartily：たらふく、熱心に 

heartless：無情な、薄情な 

heartwarming：心温まる、うれしい 

heart-rending：胸が張り裂けるような

heartsick：悲嘆にくれた、心痛の 

disheartening：落胆させる 

open-hearted：親切な、打ち解けた 

hearten：元気づける、励ます 

heartthrob：心臓の鼓動 

heavy-hearted：意気阻喪した、憂欝な、悲し
みに沈んだ 

heartening：元気づける、励ます 

dishearten：落胆させる 

heartbreak：悲痛 

heartbroken：悲嘆にくれた 

heartbreaking：断腸の思いをさせる、悲痛
な思いをさせる、（退屈で）うんざりさせる 

lighthearted：愉快な、気楽な、苦労のない 

heartbeat：心臓の鼓動、情緒 

heartburn：胸やけ 

wholehearted：心からの、心をこめた 

tenderhearted：心の優しい、情にもろい 

heartsease：心の平安、安心

woman 
womanhood：女であること、女性たち 

womanly：女らしい、女性的な 

womanish：女のような、女性に適する 

womanlike：女のような、女らしい、女性的な 

tell 
teller：（銀行の）出納［窓口］係、現金自動預
け入れ支払機、語り手 

untold：言い表せない、数え切れない、莫大
な、口外されていない 

full 
fully：完全に、十分に、優に 

fullness：肥満、豊満、（色、音などの）豊かさ 

history 
historian：歴史学者 

historic：歴史の、歴史上の、歴史に関する 

historical：歴史の、歴史上の、史学の、歴史
に関する 

unhistorical：歴史的でない、史実に合わない 

prehistoric：先史時代の 

along 
alongside：そばに、並んで、～と一緒に、
～と同時に 

open 
openly：率直に、あからさまに 

openness：率直、寛大 

unopened：開かれて［開封されて］いない 

reopen：再び始める、再開する 

common 
uncommon：普通でない、珍しい、並はずれ
た、途方もない 

commonplace：ありふれた、ありふれたこと、
日常茶飯事、陳腐な言い草、常套句 

true 
untrue：事実でない、虚偽の、不誠実な 

truth：事実、真相、真実性、真理、真実 

truthful：正直な、真実の 

untruth：嘘、偽り 

untruthful：偽りの 

untruthfulness：真実でないこと、虚偽、不正確 

view 
viewer：視聴者 

half 
half-and-half：半 の々 

matter 
subject-matter：主題、素材

kind 
kindly：親切に、優しく、親切な、優しい 

kindness：親切、優しさ、親切な行動 

unkind：不親切な、不人情な、冷酷な 

kindhearted：親切な、気立ての優しい、情け
深い 

care 
careful：用心深い、注意深い、細心な 

careless：不注意な、慎重さを欠いた、軽率
な、無頓着な、構わない 

carefree：悩みのない、のんきな 

uncaring：思いやりのない、気遣わない 

careworn：心労でやつれた 

healthcare：健康管理、保健医療、健康管理
の、医療の 

daycare：（子どもを）託児所に預ける 

result 
resultant：結果として生じる 

experience 
experienced：経験のある、老練な 

experiential：経験に基づいた、経験上の 

inexperienced：不慣れな、未熟な 

inexperience：不慣れ、未熟 

interest 
uninteresting：興味のない、つまらない 

disinterested：私心のない、公平な、無関心な 

uninterested：興味を感じない、無関心な 

interesting：注意を引きつける、面白い 

individual 
individuality：個性、特質 

individualization：個別化、差別、区別 

white 
whiteness：白さ、純白、純潔、潔白、蒼白 

whitening：白くする［なる］こと、漂白 

whiten：（より）白くする 

research 
researcher：研究員、調査員、探索者 

money 
monetary：通貨［貨幣］の

word 
crossword：クロスワードパズル 

password：合言葉、暗証番号、パスワード 

watchword：金言、標語 

wording：言葉遣い、表現（法） 

wordy：冗漫な 

wordiness：冗漫 

effect 
effectual：効果的な、有効な 

effective：効果的な、実際の、事実上の、実
施される 

ineffective：効果のない、効果的でない 

effectiveness：有効（性）、効果的なこと 

ineffectual：無能な、無力な 

problem 
problematic：問題の、疑問の、未定の、疑わ
しい 

problematical：問題の、疑問の、未定の、疑
わしい 

free 
freely：自由に、のびのびと、腹蔵なく、進んで 

freedom：自由 

freeloader：たかり屋 

freewheeling：自由奔放な 

freeware：《コンピューター》フリーウェア 

free-for-all：混乱状態、（ルールのない）競争、
乱闘 

moment 
momentary：瞬間の、束の間の 

momentous：重大な 

show 
showy：華美な 

showcase：試演の場、陳列場

showroom：展示室 

real 
really：実際に、本当に、全く 

reality：現実［実際］の状態、実在物 

realize：悟る、気づく、実現［達成］する、現実
になる 

unreal：非現実的な、不自然な、信じがたい 

surreal：奇想天外な、超［非］現実的な、（あ
まりにも素晴らしくて）夢のような 

realization：悟り、自覚、認識、（目標などの）
実現 

realism：現実主義、写実性 

realistic：現実的な、現実を直視する、実際
的な、写実的な 

realist：現実主義者、写実主義［リアリズム］
作家 

unrealistic：非現実的な 

period 
periodic：周期的な 

periodical：定期刊行物 



periodicity：周期性、定期出現 

local 
locality：（ある場所の）近辺 

localize：（影響などを）局限する、（伝説など
を）ある場所にあてはめる 

localization：地方化、局限 

locale：（事件などの）現場［舞台］ 

class 
classless：階級のない、どの階級にも属さない 

classification：分類、格付け 

classified：機密扱いの、分類された 

classify：分類する 

classmate：級友、クラスメート 

keep 
keeper：守る人［責任者 /管理者］、飼育係［担
当者］ 

shopkeeper：（小売店の）店主［運営者］ 

bookkeeper：帳簿係 

timekeeper：（競技などの）時間記録係 

upkeep：維持（費）、養育（費） 

subject 
subjective：主観的な、想像上の 

land 
landing：着陸 

inland：内陸へ、内陸の 

mainland：本土 

landfall：初認の陸地 

landward：陸に向かった、内陸の 

landlocked：陸地に囲まれた 

parkland：（邸宅を取り囲む）庭園 

feel 
unfeeling：無情な、冷酷な 

feeler：（動物の）触手 

reason 
reasonable：穏当な、理に適った、合理的な、
適度な 

reasoning：推理、推論 

unreasonable：不合理な、不当な、法外な 

believe 
believable：信じられる 

believer：信じる人 

unbelievable：信じ難い 

disbelief：不信（感） 

belief：信念、確信、信条 

potential 
potency：力、（薬などの）効能、（男性の）性
的能力 

necessary 
necessitate：必要とする 

necessity：必要（性）、必需品、必然 

unnecessary：不必要な、余計な、無益な、
無駄な 

further 
furtherance：促進、助長 

furthermore：さらに、その上に 

low 
lower：低くする、下げる、減らす、下がる、下
方の、下部の、下級の、下等の、下層の 

lowly：地位の低い 

lowery：（天気が）荒れ模様の、陰気な、険悪な 

service 
serviceable：役に立つ、便利な、有用な 

door 
doorway：出入口 

doorknob：ドアノブ 

doorstep：戸口の階段 

backdoor：裏玄関の、裏口の、秘密の、不法な 

short 
shortness：短いこと、（背が）低いこと、不足、
無愛想 

shorten：短くする、縮める、縮む 

shortage：不足 

shortcoming：欠点、短所 

short-term：短期の、短期的な 

shorthand：速記、略称 

shortcut：近道、手っ取り早い方法、手っ取り
早い、より簡単な 

city 
citywide：市全体に 

call 
so-called：いわゆる 

uncalled：呼ばれていない、招かれていない 

uncalled-for：要求されていない、不必要な、
差し出がましい、出過ぎた 

read 
reader：読者［読書家］、購読者、読み取り機 

readable：読みやすい、面白い、調べやすい 

unreadable：読みにくい、読む価値がない、
わかりにくい 

misread：誤って解釈する、誤解する、読み誤る 

well-read：多読の、博識の 

clear 
unclear：不確かな、はっきりしない、（説明な
どが）理解できない、よくわからない 

clearance：（不要な物の）整理、（機械など
が動く空間の）ゆとり、通関手続き 

clarity：（表現の）明瞭さ、（思考などの）明晰、
鮮明度［透明度］ 

sure 
unsure：確信できない、危なっかしい、自信の
ない 

ensure：請け合う、保証する 

type 
typify：典型である、代表する、象徴する

typing：タイプを打つこと、タイプされたもの 

air 
airy：風通しのよい、（態度などが）軽やかな、
うわべだけの、実体のない 

airship：飛行船 

airways：航空会社 

airing：（意見などの）公表、公開討論、外気
に当たること 

aircraft：航空機 

mid-air：空中 

airplane：飛行機 

airlift：空輸作戦、空輸する 

airless：風のない、風通しの悪い、息詰まる 

hot-air：熱気の 

airtight：密閉した 

mean 
meaning：意味、意義

meanness：つまらなさ、粗悪、貧弱さ、身分
の低さ、卑劣 

meaningful：意味のある、重要な、意味深長
な、有意義な 

meaningless：無意味な、重要でない 

term 
terminology：（ある分野の）専門用語、学術
用語 

provide 
provision：供給、提供、備え、準備、条項［規
定 /但し書き］、供給する 

provider：供給者、プロバイダー、扶養者 

analysis 
analyze：分析する、分析的に検討する 

analytical：分析的な 

analytic：分析的な 

analyst：分析家 

health 
healthy：健康な、健康によい、自然な、健全な 

healthful：健康によい 

unhealthy：不健康な、病弱そうな、健康によ
くない、有害な、不自然な、不健全な 

black 
blackout：停電、報道管制、記憶喪失 

blackness：黒いこと、暗黒、凶悪、腹黒いこ
と、陰鬱 

blackmail：ゆすり［恐喝］、脅迫、ゆする［脅
迫する］ 

blacking：黒くするもの、黒い塗料 

blacken：黒くする、（評判などを）汚す 

blackboard：黒板 

blacklist：ブラックリスト、ブラックリストに載
せる 

age 
aging：加齢、老化、（酒などの）熟成 

ageless：不老の、年を取らない、永遠の 

aged：高齢の、年を取った、老人たち 

underage：未成年者の 

middle-aged：中年の、中年の人、ややくたび
れた［旧式の］ 

age-old：非常に古い、昔からの 



community 
communal：共同［共用］の、共同体間の 

commune：共同体、（フランスなどの）最小自
治区

single 
singular：優れた、注目すべき、風変わりな、
奇妙な、《文法》単数形の、単数形 

singularity：特異性 

rate 
underrate：過小評価する 

rating：評価、視聴率、聴取率、（映画の）等級

second-rate：平凡な、二流の 

field 
outfield：外野、外野に［へ］ 

infield：内野、内野で、内野へ 

fielder：（外）野手 

market 
marketing：マーケッティング 

marketplace：市場、市の立つ広場 

marketable：（商品が）売れる［売り物になる］ 

supermarket：スーパー（マーケット） 

specific 
specification：仕様、列挙、明細事項 

specifics：細部事項 

specify：（具体的に）明示する 

nonspecific：一般的な、非特異性の 

unspecified：特記されていない 

approach 
unapproachable：（人が）近づき難い 

available 
avail：役に立つ、用が足りる 

unavailable：入手できない、（人と）会う時間
がない 

unavailing：甲斐のない、無益な、効果のない 

availability：有効性、利用可能性、利用でき
る人［もの］ 

voice 
voiceless：無声音の 

unvoiced：口に出さない、無声音の 

evidence 
self-evidence：自明なこと 

self-evident：自明な 

evidential：証拠の、証拠となる、証拠に基づく 

evident：明白な、はっきり見えて 

understand 
misunderstand：誤解する 

misunderstanding：誤解、考え違い、口論、
不和 

understandable：当然な、わかる、理解できる 

hard 
hardly：ほとんど～でない［ない］、ほとんど～
できない、全然～ない 

hardness：堅いこと、堅固、無情、無慈悲、困
難、難解 

harden：堅くなる、硬化する、（表情が）硬くな
る、かたくなにする、無情になる 

hardy：頑健な、強靭な 

hardihood：豪胆、度胸、勇気、ずうずうしさ、
厚顔 

hard-and-fast：厳重な、修正の利かない、確
立した 

close 
closing：締めくくり［終わり］の 

closeness：近似、接近、正確、厳密、密閉、けち 

closure：閉鎖 

closer：閉じるもの［人］、契約を結ぶ人 

story 
storyline：（小説、映画などの）筋 

storytelling：物語る、物語ること 

storied：昔話で名高い、有名な、よく知られた 

future 
futuristic：超現代的な、未来の 

cause 
causal：因果関係の 

causation：引き起こすこと 

turn 
upturn：（経済などの）好転 

turnout：（集会の）出席者数、投票者数、投
票率 

turnover：総売上高［額］、離職率、回転率 

upturned：上に向いた、ひっくり返った

turnaround：（航空機などの到着から出発ま
での）準備（時間）、（思想の）転向 

overturn：ひっくり返す、覆す　

unturned：回されていない、ひっくり返されて
いない 

turnstile：回転木戸 

similar 
similarity：類似、似ていること 

dissimilar：似ていない、異なる 

dissimilarity：似ていないこと、相違点 

similitude：類似 

education 
educational：教育の、教育的な 

educate：教育する、（知力を）養い育てる 

educated：教育を受けた、修練した、教養の
ある 

educator：教育者、教育学者、教育専門家 

uneducated：教育を受けていない、無学な、
無知な 

coeducation：男女共学 

toward 
towards：～方へ、～に向かって、～頃、～
に対して 

untoward：思いもよらない、厄介な 

society 
social：社会の、社会的な、社交的な、懇親の、
（動物が）社会生活をする 

socialize：つきあう、社会化する 

socialist：社会主義者 

socialism：社会主義 

antisocial：反社会的な、非社交的な 

unsociable：非社交的な、内気な 

sociable：人づきあいのよい、社交的な、愛
想のよい 

near 
nearly：ほとんど 

nearby：すぐ近くの、隣の 

practice 
practicable：実行できる 

practiced：練習で身につけた、経験のある、
熟練した、わざとらしい、不自然な 

malpractice：違法［不正 /背任］行為、医療
過誤 

force 
forced：強制的な、強いられた、無理やりの 

forceful：断固とした、力強い、効力のある、強
引な 

forcible：力による、強制的な 

due 
undue：必要以上の、過度の 

overdue：支払期限が過ぎた、延び延びになっ
ている、遅延した 

poor 
poorly：まずく、不十分に、下手に 

poverty：貧しさ、貧困、（質的な）不足［貧困］ 

live 
lively：活発な、意欲的な、（色が）鮮やかな 

livelihood：生計（手段） 

relive：追体験する 

liveliness：元気、活気、明朗、鮮明 

outlive：～より長く生きる、（物事などがある
時期の）後まで残る 

enliven：活気づける 

liver：生活者、～の生活をする人、居住者、
肝臓 

include 
inclusive：（価格に）すべてを含んだ、包括的な 

inclusion：包含、含有物 

play 
player：選手、演奏家、再生装置 

playful：遊び好きな、いたずらの、冗談の 

playwright：劇作家、脚本家 

replay：再試合、再現、再試合する、再生する 

plaything：おもちゃ 

playmate：（子どもの）遊び友だち 

function 
functional：機能本位に作った、実用的な、
機能上の、機能的な 

functioning：機能、作用 

malfunction：機能不全、故障、《コンピュー
ター》機能不良



malfunctioning：ちゃんと機能しない、ちゃん
と動かない 

dysfunction：《病理》機能障害、《社会》逆機
能、機能障害を起こす、故障する 

ground 
grounded：根拠のある 

underground：地下の 

playground：（学校の）運動場、（遊技施設の
ある）遊び場、公園 

groundless：根拠のない 

background：背景、（人の）背景［経歴］、（事
件などの）背後事情 

aground：（船が）座礁して 

groundwork：（目標達成のための）基礎とな
る作業［下準備］ 

alone 
aloneness：（他から離れて）ひとりでいること、
ひとりであること 

attention 
attentive：注意深い、思い遣りのある、（人に）
気を遣う 

food 
foodstuff：食品、食糧 

space 
spacious：広 し々た 

spacecraft：宇宙船 

airspace：領空 

aerospace：航空宇宙産業 

spaceship：宇宙船 

spacing：間隔、語間、行間 

spatial：空間の、空間的な 

spacer：間隔を空けること［装置 /人］ 

theory 
theorize：理論を構築する

theoretical：理論の、理論的な、理論上の 

theorist：理論家 

theorem：定理 

risk 
risky：危険な

major 
majority：多数（派）、得票の差、（法律上の）
成年 

late 
belated：手遅れとなった 

lateness：遅いこと、遅れること、遅刻 

friend 
friendly：親切な、友好的な、優しい、人懐こ
い、親しみのある、（システムが）使いやすい 

unfriendly：非友好的な、不親切な、よそよそ
しい 

friendship：友情、交友関係 

friendliness：友情、親善、親切、親愛、好意 

befriend：友になる 

friendless：友のいない 

method 
methodology：方法論 

methodical：体系的な、きちんとした 

energy 
energetic：精力的な、活動的な、強力な 

rest 
restless：落ち着かない、眠れない 

restlessness：落ち着きがないこと、休みない
こと 

unrest：（社会的、政治的な）不安 

restful：平穏な、安らかな 

current 
currency：通貨、通用 

section 
sect：宗派 

wife 
housewife：（専業）主婦 

midwife：産婆、助産師 

property 
proprietor：所有主［者］ 

table 
tablecloth：テーブルクロス 

blood 
cold-blooded：冷酷な、無情な 

warm-blooded：恒温の

bloody：血で汚れた、血まみれの、流血の、血
なまぐさい、ひどく、すごく 

bloodshed：流血（の惨事） 

bloodstream：血流、血液循環 

bloodline：（動物の）血統 

bloodthirsty：血に飢えた、殺伐とした、残忍な

bloodshot：（目が）充血した、血走った 

bloodless：無血の、血の気のない、血も涙も
ない 

front 
forefront：最前線、先頭、最も重要な位置［地位］ 

upfront：率直な、前払いの 

outside
outsider：部外者、アウトサイダー、外部人、
勝ち目のない選手 

difficult 
difficulty：困難、苦境、障害、難しさ 

top
topmost：最上の 

topless：トップレスの 

topnotch：最高点、最高度、一流の、最高級の 

material 
materialistic：物質（万能）主義的な 

materialism：物質（万能）主義、唯物主義 

materialize：具体化［実現］する、（霊などが）
体現する 

immaterial：重要でない、無形の、実体がない 

structure 
substructure：（建造物の）下部構造 

infrastructure：社会の基本的施設、インフラ 

structural：構造上の、構造的な 

son 
grandson：孫 

court 
courting：恋愛中の、求愛中の 

courtly：丁重な 

courtliness：礼儀正しさ、上品、へつらい 

culture 
cultural：文化的な、文化の 

cultured：洗練された、教養ある、（細胞など）
培養された 

uncultured：開墾されていない、教養のない、
粗野な 

plan 
planning：企画立案、プラニング 

planner：計画表、計画立案［設計］者 

unplanned：無計画の 

increase 
increasingly：ますます、いよいよ 

special 
specialize：専攻する、専門的に扱う 

specialized：専門的な、専門化した 

specialty：専門、専攻、特質、特性、特殊性、
名産、特産品 

specialist：専門家、専攻者、専門の 

answer
unanswered：答のない、返事のない、答えら
れない 

answerable：（行動に対し）説明すべき、責
任のある、答えられる 

private 
privatization：民営化、私営化、私有化 

privacy：人目を避けること、私生活 

situation 
situate：ある位置に置く、位置させる、位置づ
ける 

physical
physique：体格 

physician：医師、内科医 

character 
characteristic：特有の、特徴、特質 

characterize：特性を表す、特色づける、特
性を記述する 

uncharacteristic：特徴を示していない、いつ
もの～らしくない 

characterization：性格描写 

act 
action：行動、処置、動作［行為］、訴訟、法的
措置、影響 

actionable：訴訟できる 

actor：俳優 

counteract：対抗する 



purpose 
purposeful：目的（意識）のある、果断な、断
固とした 

purposive：（はっきりした）目的（意識）のある 

purposeless：無目的の、目的のない 

run 
runaway：逃亡した、家出した、暴走する、（馬
などが）逃げ出した、（試合などが）一方的
な、手に負えない、逃亡者、家出した子ども 

runway：滑走路 

rerun：再放送、再試合、再放送する、繰り返す 

runner：走者、競走馬 

rundown：縮小［減退］、報告、詳細な説明 

runny：鼻水の出る、（練り粉など）水気が多い 

overrun：急速に普及する、（害虫などが）群
がる、（範囲、時間を）越える 

forerunner：先駆者、前触れ、前兆 

outrun：より速く［遠くへ］走る、超過する、上
回る 

influence 
influential：影響を及ぼす、感化力の大きい 

fire 
fiery：燃えるような、激しやすい、熱情的な、
辛い 

fireplace：暖炉 

firewood：薪 

bonfire：かがり火 

afire：燃えて、（感情が）激して 

firewall：防火壁、《コンピューター》ファイア
ウォール

fireman：消防士 

firefighter：消防士 

firearm：火器 

fireproof：耐火性［不燃性］の  

firework：花火、（怒りなどの）爆発 

gunfire：発砲（の音） 

firecracker：爆竹 

fireball：火の玉、（核爆発によって生じる）火球

object 
objective：目的、目標、対物レンズ、客観的な、
実在する、実証的な 

objectivity：客観性、客観的妥当性、客観的
実在 

objection：異議、反対の理由 

objectionable：不愉快な、気に触る 

objector：反対者 

size
sized：～サイズの 

sizeable：かなり大きい、相当の大きさの 

oversized：大きすぎる、特大の 

undersized：普通より小さい、小型の 

downsize：（余剰労働力を）削減する 

total  
totality：全体、総額［数］ 

significant 

significance：重大性、重要性、意義、意味 

signification：（単語や句の）意味 

signify：意味する、表す、重要だ 

insignificant：取るに足りない、些細な、つま
らない 

insignificance：無意味、無価値、取るに足り
ないこと 

letter 
unlettered：文盲の 

letter-perfect：正確な、間違いのない 

surface 
resurface：再浮上する、表に姿を表す 

population 
populous：人口の多い 

populace：大衆、庶民 

populate：住む、居住する、住まわせる 

depopulation：人口激減 

depopulate：人口を激減させる 

test 
untested：検証されていない 

retest：再試験する 

tester：試験者、検査者、試験装置 

testy：短気な 

simple 
simply：簡単に、平易に、簡素に、単に、ただ 

simplify：簡素［単純］化する、平易にする 

simplicity：簡単、平易、素朴、純朴 

simplistic：極端に単純化した 

simplified：平易にした、簡素化した、簡略に
した 

simplification：簡素化、単純化 

hope 
hopeful：希望に満ちた、期待する、有望な、
見込みのある 

hopeless：見込みのない、絶望的な、救い難
い、不得手な 

hopelessness：見込みがないこと、絶望（状態） 

response 
responsive：反応する、感じやすい、共鳴する 

unresponsive：無反応の、手応えのない 

hear 
unheard：傾聴されない、聞いたことがない 

overhear：ふと耳にする 

hearsay：風聞 

town 
downtown：中心街、都心の、中心街の、都心で 

uptown：山の手の、市の外郭の、高級住宅
街へ、商業地区から離れて 

townsman：都会人、町内の人、市民 

quality 
qualitative：質的な 

design 
designer：デザイナー、有名デザイナーが作っ
た、有名ブランドの 

move 
movement：動き、移動、運動、進展 

mover：動かす人［もの］、引っ越し業者 

unmoving：動かない 

project 
projecting：突き出ている 

projection：予測［推定］、投射、投影、映写、
突出部、突起 

projected：予測された 

projectile：（弾丸など）発射体、発射兵器 

military
paramilitary：不法武装団体の、準軍事的な、
予備軍の、不法武装団体員 

militant：攻撃的な、戦闘的な 

militarily：軍事的に、軍隊式に、軍事上（の
立場から） 

militia：民兵隊、義勇軍 

talk 
talking：ものを言う、話す、おしゃべりな、表情
に富んだ 

talkative：話し好きの、おしゃべりな 

talky：おしゃべりな、無駄口の多い 

talkativeness：話し好き、おしゃべり 

art 
artistic：芸術の、芸術的感覚のある、芸術的
な、風雅な 

artisan：匠、技能保有者 

artistry：芸術的手腕 

artful：巧妙な、技巧に富んだ、技巧的な 

arty：芸術家気取りの 

artless：無技巧の、素朴な、拙劣な、不細工な 

artwork：図版、挿絵、美術品 

artist：画家、芸術家、アーティスト 

artiste：芸能人、芸人 

seem 
seemingly：外観は、うわべは、見たところ 

unseemly：見苦しい、適当でない 

pay 
overpay：余計に払う、（賃金などを）払いす
ぎる 

payment：支払い、支給、納入、仕返し 

payable：支払うべき、支払うことのできる 

repay：金を返す、報いる 

paycheck：給料（支払い小切手） 

payoff：給料の支払い、報い 

repayment：返済、償還 

payout：（多額の）支払い金 

payroll：給料支払い名簿 

payee：（手形、小切手などの）受取人 

underpaid：不当に給料の安い［薄給の］ 



unpaid：未払いの、未納の、無報酬の、無給の 

prepaid：前納された 

text 
textual：原文［本文］の 

subtext：言外の意味、隠された理由 

context：（文章の）前後関係、文脈、脈絡 

respect 
respectable：尊敬すべき、立派な、（身なりな
どが）上品な、体裁のよい、恥ずかしくない 

respectful：尊重する、敬意を表する、丁重な 

respectability：尊敬すべき人、立派さ 

disrespect：無礼、失礼 

disrespectful：無礼な、失礼な、軽蔑する 

lead 
unleaded：無鉛の 

misleading：誤り導く、誤解させる（ような） 

mislead：道に迷わせる 

leaden：鉛色の、（空気などが）重苦しい 

leader：指導者、リーダー、先頭（走者） 

leadership：指導者の地位［任務］、 指導力、
統率力、指導部

ringleader：（暴動、不正行為などの）首謀者
［頭目］ 

trade 
trading：取引、商売 

trader：商人、トレーダー

tradesman：小売商人 

bad
badness：不良、不正 

worse：もっと悪い［ダメな］、（健康状態が）もっ
とひどい［深刻な /悪化した］、前より悪い 

worst：最も悪い、最悪の、最も悪く、最もひど
い［深刻な］こと、最悪 

modern 
modernist：モダニスト、近代主義者 

modernity：現代［近代］性、現代的なこと 

modernize：現代風にする 

modernization：現代［近代］化 

modernism：現代的思想［方式］、現代主義、
モダニズム 

sound 
soundly：ぐっすり、堅実に、確実に、しっかり 

unsound：（心身が）健全でない、当てになら
ない、堅固でない 

ultrasound：超音波、超音波検査 

manner 
mannered：型にはまった、わざとらしい、行儀
が～な 

mannerism：マンネリ（ズム）、癖 

well-mannered：礼儀正しい、丁重な、行儀
のよい 

dead 
undead：死なない、完全に死なない 

deadbeat：怠け者、社会の落後者 

deaden：（勢いなどを）削ぐ 

deadlock：（交渉などの）膠着状態 

deadening：防音材、防音装置、開墾地 

deadline：期限、締め切り時間 

death：死ぬこと、死、死亡、終末 

deathbed：死の床 

music 
musician：音楽家、ミュージシャン 

musical：音楽の、音楽的な、音楽の才能が
ある、音［調子］のよい、耳に快い 

original 
originality：独創性 

origin：起源、根源、生まれ、血統 

originate：始まる、由来する、発明［考案］する 

origination：始め、起点、開始、始まり、発生 

originator：創作者、創始者、発起人 

patient 
outpatient：外来患者 

impatient：いらいらする、我慢できない 

patience：我慢強さ、忍耐（力）

impatience：性急さ、せっかち、いらだち、焦
燥、いらいら

job 
jobless：仕事のない、失業の、失業者 

image 
imagery：心象、画像 

girl 
girlish：少女らしい、少女の 

girly：女の子らしい、女の子っぽい、女の子の 

report 
reporter：（報道）記者、レポーター 

reporting：報道 

reportedly：伝えられるところでは、噂によれば 

speak 
spokesperson：代弁人 

speaker：弁士、演説家、発表者、話し手、ス
ピーカー 

unspeakable：名状し難い、言語に絶する 

unspoken：口に出されていない、無言の 

spokesman：代弁人 

outspoken：歯に衣着せぬ、率直な

meet 
meeting：会合、会合に出席している人 、々出
会い 

earth 
earthly：世俗的な、一体全体、ちっとも 

earthen：土でできた、陶製の、陶器［土器］の 

earthenware：土器の 

earthy：野卑な、土の、土臭い 

unearth：掘り出す、発掘する、発見する、明ら
かにする 

earthworm：ミミズ 

earthquake：地震 

complete 
completion：完了、完成 

completeness：完成度 

incomplete：不完全な、未完成の 

incompleteness：不完全、不十分、未完成 

start 
starter：前菜、始動装置 

upstart：横柄な人 

restart：再出発［再開］する 

foreign 
foreigner：外国人、部外者 

cell 
cellular：細胞の、無線［携帯］電話の 

unicellular：（生物体が）単細胞の 

rule 
unruly：手に負えない、気ままな 

overrule：却下する 

ruler：統治者、支配者、定規 

ruling：判決、支配［統治］する 

try 
tryout：適格試験 

price 
priceless：値段の付けようのない、非常に貴
重な 

overpriced：値段の高すぎる、（本来の価値
より）高値をつけられた 

pricing：価格策定 

create 
creative：創造的な、創意的な、創造力のあ
る人、作者 

creativity：創造的なこと、創造性、独創力、
創造力 

creation：創造、創作、創出、創作品 

creator：創造［創案 /創作］者、造物主 

creature：生き物、生物、人間 

hour 
hourly：時間ごとの、毎時の、時間当たり、毎時 

hourglass：砂時計 

disease 
diseased：病気にかかった、病気の 

dark 
darkness：闇、暗黒、暗さ、黒さ、色が黒ずん
でいること 

darkly：脅すような顔つきで、険悪に、暗く、
陰気に 

darken：暗くなる、（顔などを）陰気にする 

hold 

holder：持ち主、保有者、支えるもの、入れもの 

uphold：維持［擁護］する、（判決を）確認する 

foothold：足場、足がかり 

upholder：支持者、奨励者、擁護者、後援者 

deep 
deepen：深める、深まる、（色が）濃くなる



direct 
direction：方向、目的、方向性、指示、命令、
指揮、監督 

directive：指示［命令］、指示［指揮］する 

misdirection：誤った指示、（手紙などの）宛
先違い、誤った方向 

redirect：転用する

directory：指導書［規則書］、《コンピュー
ター》ディレクトリ 

director：（会社の）役員［重役 /理事］、責任者
［管理者 /指揮者 /監督］、監督［演出者］

indirect：間接の、遠回しの 

step 
instep：足の甲 

overstep：（限度を）越える 

sidestep：（問題などを）回避する、（身を）避
ける 

follow
follower：追従者、信奉者、模倣者、家来 

appear 
appearance：外見、容貌、登場、出現、姿を
見せること、出頭 

appearing：～と思われる 

capital 
capitalize：大文字で書く［印刷する］、資本
化する、投資する 

capitalist：資本主義者、資本家、資本主義
的な 

capitalistic：資本主義の、資本家の 

capitalization：大文字で書くこと、資本化、
総資本額 

cut 
uncut：刈り込んでいない、切っていない、無
削除の、ノーカットの、（宝石など）加工され
ていない、原石の 

undercut：（他）より安く売る、弱める 

red 
redness：赤さ、赤熱状態 

redden：赤くする 

reddish：赤みがかった 

organization 
reorganization：再編成、改編 

disorganization：解体、分裂、混乱、無組織、
無秩序 

organizational：組織（体）の、有機体の、構
成上の、管理部門の 

organize：組織する、準備する、整理する、体
系化する 

disorganized：混乱に陥った、秩序立ってい
ない 

organizer：組織者、創立者、創立委員、発起人 

reorganize：再組織［再編成］する 

condition 
conditional：条件付きの 

unconditional：無条件の 

conditioned：条件付きの、条件反射的な、（目
的に）適合した、調整された 

conditioning：（動物などの）調教 

consider 
considerable：相当の、少なくない 

consideration：熟慮、熟考、考慮すべき事項、
思いやり 

considerate：思慮深い、思いやりのある 

inconsiderate：思慮のない 

inconsideration：自覚［分別 /思慮］のなさ、
軽率、思いやりのなさ 

reconsider：再考する 

round 
roundabout：回り道の、迂回的な、遠回しの 

all-round：全般的な、万能の、多芸多才な 

fear 
fearful：心配する、恐れる、ものすごい、怖ろし
い、ぞっとする 

fearless：恐れを知らぬ、勇敢な 

fearsome：怖ろしい 

access 
accessible：（場所などが）接近しうる、わか
りやすい、（人が）近づきやすい 

accessibility：接近（可能性）、わかりやすさ、
近づきやすさ 

inaccessible：接近し難い、接近しえない 

deal 
dealer：ディーラー、売買業者 

dealing：取引、売買 

dealership：販売権、販売代理店 

distance 
outdistance：はるかに勝る、凌駕する 

distant：遠い、離れた、（関係の）遠い、隔意
のある、よそよそしい 

die 
undying：不滅の、永遠な 

stage 
staged：舞台で演じられる、仕組まれた、段
階的に生じる 

upstage：舞台の奥の、（脇役が主役の）人気
を食う 

length 
lengthen：長くなる、伸びる、長くする、伸ばす 

lengthy：長い、長ったらしい、冗長な 

ready 
readiness：準備ができていること、快諾 

readily：たやすく、容易に、快く、喜んで 

bed 
bedtime：就寝時間 

bedridden：寝たきりの、病床についた 

bedside：ベッドのそば、枕元 

note 
noted：有名な、著名な 

notable：注目に値する、顕著な、重要な、有
名な、名士 

success 
successful：成功した、好結果の、 出世した

unsuccessful：不成功の 

succeed：成功する、出世する、跡を継ぐ、相
続する 

succeeding：相次ぐ、続く、次の 

boy 
boyish：少年のような 

list 
listless：気のない、無気力な 

unlisted：非上場の、目録に載っていない 

checklist：チェックリスト、（照合のための）一
覧表

positive 
positivism：実証主義、実証哲学 

legal 
illegal：不法な 

legality：合法性、適法性、法律的見地 

legalization：合法化、法律化、公認  

legalize： 合法化する

inside 
insider：（組織、団体の）内部者、関係者 

financial 
finance：財源［資金］、財政［財務］ 

financier：資本家、金融業者 

spirit 
spirited：気迫に溢れた、活発な 

spiritual：精神の、精神的な、宗教の、宗教的な 

spirituality：精神性、霊性 

dispirited：意気消沈した 

dispiriting：落胆させる 

dispirit：意気消沈させる、落胆させる、気力
を奪う 

remember 
remembrance：追想、追悼、追憶、記念物
［品］ 

fall 
fallen：落下した、倒れた、戦死した 

fallout：（予期せぬ）余波、放射性降下物 

fell：（木を）切り倒す、（人を）張り倒す、悪辣
な、獰猛な 

sea 
seaman：船員、船乗り 

seafood：海産物 

seaside：海辺 

seaweed：海藻 

seaport：港町 

seaboard：海岸地方 

overseas：海外［外国］の 

seaplane：水上飛行機 

seacoast：海岸、海辺、沿岸 

seasick：船酔いの 

seawards：海のほうへ、海に向かって 



seaworthy：航海に適する 

undersea：海中の、海底の 

environment 
environmental：環境の 

environmentalist：環境運動家 

environ：取り巻く、包囲する、取り囲む 

pain 
painful：痛い、苦しい、痛ましい 

painkiller：鎮痛剤 

painless：無痛の、痛みのない、骨の折れな
い 

figure 
disfigure：（形状を）損なう［ダメにする］ 

disfigurement：形状を損なうこと、損傷、傷、
欠点 

transfigure：変貌させる 

transfiguration：変形、変貌 

learn 
learnedly：物知りらしく、学究的に 

unlearn：（学んだことを故意に）忘れる 

relearn：（忘れたことを）再び学ぶ 

authority 
authoritarian：権威主義的な、独裁的な 

authoritative：権威的な、権威のある 

authorize：認可する、権限を与える 

authorized：認可された、検定済みの、権限
を与えられた 

unauthorized：認可されていない 

authorization：認可、認可証 

week 
weekly：毎週の、週に一度の、週刊の、週刊
誌 

semi-weekly：週2回（の）

weekend：週末の休み、終末を過ごす 

weekday：平日 

complex 
complexity：複雑性、複雑さ、複雑なもの 

series 
serial：（テレビなどの）続き物、（雑誌などの）
連載、順次の、続き物の、連載の、連載され
る except

exceptional：例外的に優れた、格別の、例
外的な 

excepted：除いて、例外である 

exception：例外、異例 

unexceptional：目立たない、普通の 

faith 
unfaithful：不貞な、不貞を働く 

faithless：不実な、当てにならない 

faithfulness：忠実さ、信頼できること 

faithful：忠実な、誠実な、信義が厚い、頼りに
なる 

entire 
entirety：全体、全部 

moral 
morality：道徳、道徳性、道徳律 

moralize：説教する 

moralistic：道学者的な 

immoral：不道徳な、不品行な、淫乱な、身持
ちの悪い 

immorality：不道徳、不品行、背徳、乱行、淫乱 

amoral：道徳観念のない 

demoralization：風俗退廃、堕落、士気阻喪 

focus 
unfocused：焦点が合っていない、目的がはっ
きりしない 

road 
roadway：道路、車道 　

roadblock：路上バリケード、障害物 

roadside：道端、路傍 

middle 
middleman：中間商人、仲介者 

middling：並み［中間］の 

final 
finality：（変更できない）最終的状態 

finalize：仕上げる、完結させる 

finalist：決勝戦出場選手 

finale： （ショー・音楽作品などの）最後の部
分、フィナーレ

easy 
ease：容易さ、便宜性、安楽、楽になる、（痛みな
どが）和らぐ、楽になる、（緊張などが）緩む 

uneasy：不安な、気がかりな、落着かない、
動揺した、ぎこちない、不自然な 

uneasiness：不安、心配、不快 

easygoing：のんきな、気楽な、悠長な、ゆっ
たりした、遊惰な、（馬などが）ゆっくりした歩
調の 

easeful：気楽な、のんきな 

easement：心の安らぎ 

eye 
eyeball：眼球、目の球 

eyebrow：眉 

cockeyed：傾いた、ゆがんだ、愚にもつかな
い、ばかげた 

eyelash：まつげ 

eyeless：目のない、盲目の、盲目的な 

hawk-eyed：目の鋭い 

tax
taxation：租税、税収、課税制度、税制 

taxable：課税される、課税の対象となる 

allow 
allowance：小遣い、～費、手当、許容量 

disallow：認めない 

allowable：許容される、控除される 

fine 
finely：細かく、繊細［精巧］に、巧みに、美しく 

finery：晴れ着、美しい装飾品 

science 
scientist：科学者 

scientific：科学の、科学的な、系統立った 

region 
regional：地方の 

content 
contentment：満足（感） 

malcontent：不平家、不満分子 

discontent：不満、不服 

hair 
haircut：散髪、ヘアスタイル 

hairy：毛深い、身の毛もよだつ、スリルのある 

hairdresser：美容師、ヘアデザイナー 

hairless：毛のない 

hairpin：ヘアピン 

hairnet：ヘアネット 

soul 
soulful：感情の籠った、魂の籠った 

soulless：単調な、殺風景な、活気のない、魂
の籠っていない 

wide 
wideness：広さ、広がり、幅 

widen：広がる、広げる、拡大する、大きくなる 

wrong 
wrongdoing：不法行為、非行 

wrongful：不当な、不法な 

wrongdoer：犯法者、不正行為者 

wrongheaded：考えの間違った、頑固な、頑
迷な 

sort 
sorter：選別する人、選別機、分類機、整列機 

memory 
memorial：記念碑（的なもの）、記念するため
の、追悼の 

memorize：暗記する 

memorable：記憶すべき 

central 
decentralization：分散、集中の排除、地方
分権 

centralization：集中、中央集権（化）、（社会）
機能の集中化 

appropriate 
inappropriate：不適切な、不適当な 

appropriation：盗用、流用、（割り当て）予算額 

misappropriate：（他人の金などを）着服する 

stand 
standoff：離れている、孤立している、よそよそ
しい、遠慮している、孤立、遠慮 

standby：（非常用の）交代要員［物資］、待機
［スタンバイ］の 

standstill：停止、休止 

standpoint：見地、視点 

upstanding：剛直な、正直な 

million 
millionaire：百万長者、大金持ち 



millionth：第百万番目の、百万分の一 

multimillionaire：億万長者、大富豪 

doubt 
doubtful：不確かな、疑わしい、疑わしく思う 

doubting：疑う、不安な 

doubtless：疑いもなく 

undoubted：疑いのない、確かな 

redoubtable：畏敬すべき、恐るべき 

brother 
brotherhood：人類愛、兄弟愛、兄弟の関係、
組織［団体］ 

stepbrother：継兄弟 

half-brother：異父［異母］兄弟 

date 
outdate：旧式にする、古臭くする、時代遅れ
にする 

outdated：旧式である 

dated：旧式の、旧時代［世代］の  

dateless：日付のない、非常に古い、不朽の、
古臭くならない 

up-to-date：最新の、最近の、現代的な、当
世風の 

undated ：日付のない、年代がわかっていない

equal 
equality：平等、均等 

equalization：平等化、均一化 

unequal：不公平な、等しくない、不相応な 

inequality：不平等、不均等 

equalizer：同点ゴール 

strength 
strengthen：強める、強くなる、強化する、強
固にする 

write 
written：書かれた、書面になった、筆記され
た、文書にした 

writer：作家、文人、著述家、書いた人、筆者 

unwritten：書かれていない、記録されていな
い、不文律の 

rewrite：書き直す 

industry 
industrial：産業［工業］の、工業用の 

industrialization：産業［工業］化 

industrious：勤勉な、よく働く 

industrialist：経営主、企業家 

peace 
peacemaker：仲裁者、調停者 

peaceable：平和な、非暴力的な、平和を愛
する 、いさかいを好まない

peaceful：平和な、非暴力的な、穏やかな、
平和を愛する 

desire

desirous：望んで［願って］ 

desired：望まれた、切望された、求められる 

undesirable：望ましくない、不快な、好ましく
ない、好ましくない人 

desirable：望ましい、好ましい、価値のある、
性的魅力がある、セクシーな 

desirableness：望ましさ、好ましさ 

nation 
national：国家の、全国的な、国立の、国民の
一員 

nationalism：民族主義、国粋主義 

nationalist：（民族）独立主義者、国粋主義者 

nationalistic：国粋主義的な 

multinational：多国籍の、多国籍企業 

nationwide：全国的な 

critical 
critic：批評家、評論家、あら捜しする人 

criticize：批判［非難］する 

criticism：批判、非難、批評、評論（活動） 

hypercritical：酷評する 

hypocritical：偽善の、偽善的な 

uncritical：無批判の 

king 
kingdom：王国、～界 

kingly：王の、王らしい、王にふさわしい 

kingpin： （組織などの）中心人物

event 
eventful：多事な、波乱万丈の 

uneventful：平穏無事な

produce 
productive：生産する、多産な、生産的な、引
き起こす 

productivity：生産力 

producer：生産者、生産会社［国家］、（映画、
演劇の）製作者 

production：生産、生産高、生成、製作 

product：生産物、商品、製品、成果、（掛け算
の）積 

reproduction：生殖、繁殖、複写、複製 

counterproductive：逆効果の 

reproductive：生殖の 

unproductive：非生産的な、利益のない 

reproduce：複写［複製］する、再生する、繁
殖する 

byproduct：副産物、副次的効果 

wish 
wishful：切望して、望んで、物欲しそうな、希
望的な 

well-wisher：幸福［成功］を祈る人、支持者 

wishy-washy：気の抜けたような、優柔不断
の、（色が）はっきりしない 

beautiful 
beautify：美しくする［飾る］ 

beauty：美しさ、美、傑出したもの、美点、長所 

cold 
coldness：冷淡、寒気、寒冷 

stop 
stopper：（瓶の）栓 

nonstop：ノンストップの、 直行の、連続的な、
ぶっ通しの

unstoppable：阻止できない 

member 
membership：会員、会員数 

normal 
abnormal：異常な 

abnormality：異常 

normality：常態 

normalcy：正常であること、常態 

anomalous：変則的な、異例の 

anomaly：変則、異例 

paranormal：（今日の）科学では説明のつか
ない、超自然的な、不可思議な、超自然的現
象 

born 
reborn：生まれ変わった、再生した 

unborn：まだ生まれていない、胎内の 

inborn：生まれつきの、先天的な 

newborn：生まれたばかりの 

literature 
literary：文学の、文学的な、文学に通じた、
文学を学ぶ 

literacy：読み書きのできる能力 

literal：文字通りの、直訳の 

literate：読み書きのできる 

illiterate：読み書きができない、慣用からず
れた、素養のない、文盲 

illiteracy：文盲、無教育、無学 

religion 
irreligious：無宗教の、反宗教的な 

religious：宗教の、篤実な、信心深い 

wall 
wallpaper：壁紙、壁紙を張る 

walled：壁をつけた、壁をめぐらした 

remain 
remainder：残り（物）、（引き算の）残り、（割
り算の）余り、売れ残りの本、（売れ残りの本
を）安く売る 

weight 
weighty：重大な、重い 

weighted：有利に［不利に］偏って 

lightweight：軽量の、取るに足らない、ライト
級の選手、つまらない人 

overweight：太り過ぎの、肥満の、重量超過の 

heavyweight：ヘビー級、体重が平均以上の
人、重鎮、有力者 

weightless：重さのない（ような）、無重力状
態の 

task 
multitasking：《コンピューター》マルチタスキ
ング、同時にいくつもの作業ができる操作シ
ステム 

taskmaster：厳しい仕事を課する人 



opinion 
opinionated：自説を曲げない、独善的な 

claim 
unclaimed：請求者のいない 

reclaim：返還を要求する、埋め立てる、開墾
する、再利用する 

disclaim：（責任などを）否認する、（権利など
を）放棄する 

lack 
lacking：欠けて［不足して］、乏しい 

thousand 
thousandth：第千番目の、千周年の 

primary 
prime：主要な、根本的な、最高［最上等級］
の、全盛期、用意［準備］を整える 

cross 
across：渡って、横切って、向こう側に 

crossing：踏切り、横断［渡河］地点、交差点、
渡ること、横断 

crisscross：十文字、十字形、食い違い、矛
盾、十字の、交差した 

crossbeam：大梁 

crossover：クロスオーバー  

crosswise：横に、十文字に 

crossroad：交差道路、十字路、四つ角 

popular 
popularity：人気

unpopular：人気のない 

popularize：普及させる、大衆化する 

box 
boxed：箱詰めにされた 

concept 
conceptual：概念の 

stay 
overstay：（限度を超えて）留まる 

outstay：（人より）長居する 

opportunity 
opportune：時宜にかなった 

inopportune：折の悪い 

opportunist：便宜主義の、日和見的な

active 
activate：作動させる、活性化する 

activity：（活発な）動き、活気、（特定の）活動 

activist：（政治、社会運動の）運動家、活動家 

activator：活性物、活性剤、活性体 

activation：活性化、活発化 

overactive：活躍［活動］しすぎる 

deactivate：（装置の作動を）停止させる、（化
学反応を）不活性化する 

inactivity：不活動、休止、停止、不活発、無
気力、怠惰 

proactive：先を見越した、事前に行動を起こ
した 

hyperactive：異常に活動的な 

volume 
voluminous：大きい、（服が）ゆったりした、
大部な、膨大な 

principle 
principled：節操のある、主義を持った 

unprincipled：無節操の 

distribute 
redistribute：再配分する 

redistribution：再分配、再配給、再配布 

distributor：（商品の）配給［販売 /流通］業者
［会社］、配電器 

distribution：分配、分布、配給、配布、流通 

effort 
effortless：楽にできる、容易な 

scale 
scaled：鱗のある、鱗状の、鱗を落とした 

upscale：（所得、教育、社会的地位が）平均
以上の層の、高所得層の 

scaling：尺度化、歯石の除去 

address 
addressee：受信人 

measure 
measurement：測定、測量、寸法 

immeasurable：測り知れない 

measurable：測定できる、目につく（ほどの） 

picture 
picturesque：絵のような、生き生きとした 

continue 
continuous：継続的な、引き続く、ひっきりな
しの、続けさまの 

continuing：継続する、継続的な、更新の必
要のない、永久の 

continual：（断続的に）頻繁な、絶え間ない、
不断の 

continuance：持続 

continuation：継続、持続、連続、続けること、
続くこと 

continuity：持続性、連関性 

continuum：連続体 

serious 
seriousness：まじめさ、真剣さ 

post 
postage：郵便料金、郵送料 

postal：郵便の 

postcard：絵はがき、はがき 

style 
stylish：流行を追う、粋な、上品な 

stylist：美容師、デザイナー、名文家 

communication 
communicate：連絡する、意思疎通する、伝
える［知らせる］ 

miscommunication：誤った伝達 

excommunication：破門（宣告）、除名、除
名された身分 

communicator：意思を伝える人、伝達者 

incommunicado：隔離された、外部との連
絡を絶たれた 

intercommunication：意思疎通 

flow 
flowing：（言葉などが）流れるような、流暢な、
満ちた、豊かな、上げ潮の 

inflow：流入 

outflow：流出 

overflow：溢れる、溢れ出る 

relation 
relate：関連づける、話す 

related：関連のある、親戚の、同族の、同類の 

unrelated：無関係の、親族でない 

relationship：関係 

interrelation：相互関係 

river 
riverside：川辺、河岸 

upriver：上流の、上流にある、上流地域、水
源地 

daughter 
granddaughter：孫娘 

pass 
passenger：乗客 

passage：通路、廊下、（文章などの）一節、
楽節、（議案の）通過、通行、通過 

passable：まずまずの、（道が）通過できる、（川
が）渡れる 

passer：通行人、試験合格者、（製品の）合格
検査証 

passageway：廊下、通路 

impasse：行き詰まり 

overpass：高架道路、陸橋、越す、越える、横
切る、克服する、超越する 

underpass：（鉄道や道路の下を横切る）地
下道 

impassible：痛みを感じない、傷つけられな
い、無感覚な、鈍感な 

negative 
negate：無効にする、存在を否認する 

reference 
refer：参照させる、照会する、委託する、言及
する、関連している 

base 
baseline：（計量、比較上の）基準値［点］ 

baseness：卑しさ、下劣、粗悪 

baseless：根拠のない 

basal：基底［基礎］となる 

trust 
trusting：信じやすい 

trusty：信頼できる 

trustee：管財人 

distrust：不信（感）、信用しない 

trustworthy：信頼できる 

untrustworthy：信頼できない 



mistrustful：疑い深い、信用しない 

trustworthiness：信頼性、信用、信じられる
こと 

mistrust：信用しない、怪しむ、不信 

entrust：委託する 

distrustful：疑い深い、信用しない、疑念を抱く 

media 
multimedia：多重媒体の、マルチメディアの 

sun 
sunup：日の出（時） 

sunshine：日光、日差し、幸福の源泉 

sunny：うららかな、日当たりのよい、快活な 

sunrise：日の出（時）、朝焼け 

sunset：日暮れ（時）、日没、夕焼け、消滅時効 

sundown：日没 

sunbeam：太陽光線 

sundry：いろいろの、雑多の 

sunburn：日焼け、火ぶくれ 

sunless：日が差さない、日が当らない 

sunflower：ヒマワリ 

sunstroke：日射病 

sundial：日時計 

army 
armistice：休戦（協定） 

develop 
development：発達、成長、（資源、事業など
の）開発、新事態 

developing：発展途上の

developed： 発達した、先進の

developer：開発業者、（写真）現像液

developmental：発達［開発］上の、発達［開
発］中の、発達に関する 

underdeveloped：低開発の、低開発国の 

undeveloped：未開発の、未成熟の、未発達の 

redevelopment：再開発、復興、再建 

visit 
visitation：視察、監察、（霊などの）訪れ、天罰 

revisit：再訪する、再考する 

visitor：訪問客、来客 

require 
request：要請、要求（事項） 

requisite：必要な、必需品、必要条件 

requirement：必要（なもの）、必要条件、要件 

requisition：要請、徴発 

prerequisite：必要［前提］条件 

regard 
regardless：構わずに 

disregard：無視する、無視、無関心 

regarding：～に関しては 

mouth 
mouthful：（食べ物）一口、長くて発音しにく
い語［句節］ 

open-mouthed：茫然とした 

mouthpiece：（電話機の）送話口、（ボクシン
グの）マウスピース、（楽器の）歌口 

mouthy：多弁な、おしゃべりな 

blabbermouth：おしゃべり屋 

mealy-mouthed：遠回しに言う 

oil 
oiler：給油者、給油器、注油器（=oilcan）、タ
ンカー

oily：脂っこい、油状の、口先のうまい 

reach 
overreach：（目標などを）行きすぎる 

unreachable：到達できない 

news 
newspaper：新聞、新聞紙 

newsletter：時事通信、回報 

receive 
receivable：（金を）受け取るべき、未収の、つ
けの 

reception：受付［フロント］、レセプション、歓
迎［祝賀］会、受信状態 

receptionist：応接係 

receptive：快く受け入れる、受容力がある 

receptacle：入れもの、容器 

receptor：受容（器） 

blue 
bluish：青みを帯びた 

charge 
overcharge：不当な代金を要求する、ふっか
ける 

recharge：（体力、元気を）取り戻す、再充電
する 

charger：充電器 

actual 
actualization：現実化、実現 

actuality：実在、現実、事実 

happy 
unhappy：不幸な、悲しい、不満な、惨めな、
不運な、適切でない 

happiness：幸福、満足、喜び、幸運 

unhappiness：不幸、不運、悲惨、悲哀 

supply
supplier：供給者、供給会社 

board 
boarder：寄宿生、下宿人 

aboveboard：公明正大に［な］、公然と（した） 

dashboard：ダッシュボード、計器盤 

scoreboard：スコアボード 

chalkboard：黒板 

cupboard：食器棚 

billboard：広告［掲示］板 

boarding：寄宿 

overboard：船外に、水中に 

demand 
demanding：きつい、骨の折れる、多くを要
求する、気難しい 

determine 
determination：決断力、決定、確定、測定 

determinate：確定的な、明確な 

indeterminate：不確定の 

determinant：決定要素 

duty 
dutiful：従順な 

search 
searching：捜索する、調べる、綿密な 

marriage 
marry：結婚する、結婚させる、結合させる 

unmarried：未婚の 

intermarry：（人種、国籍などが違う人と）結
婚する、近親結婚をする 

remarry：再婚する 

speech 
speechless：（恐怖などで）口のきけない 

green 
greenery：青葉 

greenhouse：温室 

greenish：緑色がかった 

evergreen：常緑樹 

command 
commanding：指揮にあたっている、支配的
な、威厳のある、見晴らしのいい 

commander：指揮者、司令官 

commandment：戒律 

commandeer：徴発する 

record 
recorder：録音機、録画機、リコーダー［たて
笛］、記録官 

sleep 
sleepy：眠たがる、眠い、活気がなく静かな 

oversleep：寝過ごす 

asleep：眠って 

sleepless：眠れない、不眠の 

sleepyhead：眠そうな人 

sleepwalk：夢中歩行する 

file 
filing：書類の綴じ込み［整理］、公文書 

staff 
understaffed：人員不足の 

separate 
separation：分離、区別、別れ、別居 

separator：分離器、選別機 

separable：分離できる 

inseparable：不可分の、別れがたい 

month 
monthly：月1回の、毎月の、月払いの、月決め
の、毎月、月々  

foot 
feet：足（foot）の複数形 

footwear：はきもの 



football：フットボール、サッカー 

footstep：足音、足跡 

footnote：脚注、付け足し 

footloose：自由な 

barefoot：裸足の［で］ 

footpath：歩行者用の小道 

footfall：足音 

underfoot：足の下に、地面に 

footprint：足跡、（何かが占める）空間 

footer：《コンピューター》フッター 

arm 
armless：腕のない、肘掛けのない、無防備
の、武器を持たない 

unarmed：武器を持たない、武器を使用しない 

armament：軍備、装備 

disarm：武装解除する、軍備を縮小する、気
持ちを和らげる 

forearm：前腕 

armful：ひと抱え 

armory：兵器庫 

one-armed：片腕の、片腕用の 

armor：よろい 

armchair：安楽椅子、実体験を伴わない、机
上の空論の 

attack 
attacker：攻撃者 

counterattack：逆襲、反撃、逆襲［反撃］する 

occur 
occurrence：起こること、発生、存在、出来事 

labor 
laborious：骨の折れる 

laborer：労働者、人夫 

laboring：労働に従事する、骨の折れる、（船
が）難航する 

belabor：ののしる、（必要以上に）長 と々論じる 

stock 
stockholder：株主 

stocky：（体格が）頑丈な 

restock：補充する 

firm 
firmness：堅固、硬いこと、堅実、確固不動、
決意が固いこと 

essential 
essence：本質、精髄、真髄、エッセンス、樹
液、体液 

global 
globe：地球儀、世界、球体 

mental 
mentality：物の見方、心理 

contrast 
contrasting：対照的な、対比［対照］をなす 

brain 
brainless：知恵の足りない、愚かな 

brainstorming：ブレーンストーミング 

brainwash：洗脳する 

harebrained：軽はずみな、浮ついている、う
かつな、向こう見ずな 

rich 
enrich：（質などを）高める、豊かにする、（食
物の）栄養価を高める、富ませる 

enrichment：豊富にすること、濃厚化、質の
向上、肥沃化 

walk 
sidewalk：（舗装した）歩道、人道 

message 
messenger：（職業的な）伝達者［配達員］ 

perfect 
perfection：完璧、完全、完成、仕上げ

perfectionist：完璧主義者 

imperfection：不備、欠陥 

imperfect：不完全な、欠陥のある 

race 
racing：競馬、競走 

racer：レーサー、競走用自動車 

racial：人種［民族］間の、人種［民族］の 

interracial：異人種間の 

heat 
heater：暖房装置、ヒーター、加熱器 

heating：暖房（設備） 

overheated：暑すぎる、過熱した 

impossible 
impossibility：不可能、不可能なこと 

add 
additive：添加物、添加剤 

additional：追加の 

addition：足し算、追加物、付加物、追加、付加 

addendum：（本の）付録 

capacity 
capacitance：静電容量 

incapacity：無能力、不適格、（～する）能力
がないこと 

capacious：広 し々た、大きい 

serve 
server：《コンピューター》サーバー、サーブす
る人 

color 
colorful：色彩に富んだ、多彩な、生彩を放つ、
華やかな 

tricolor：三色の、三色旗の、三色旗 

coloration：天然色 

discoloration：変色、褪色 

computer 
compute：計算［算定］する 

computation：計算 

explain
explanatory：弁明の、説明する 

explanation：弁明、理由、説明、釈明 

unexplained：説明されていない、明らかにさ
れていない 

sight 
sighted：目が見える、視力のある 

eyesight：視力 

oversight：手抜かり、見落とし、監視、監督 

unsightly：見苦しい 

nearsighted：近視の、近視眼的な

sighting：目撃 

sightless：目が見えない 

sightseeing：観光 

shortsighted：近視の、先見の明のない、近
視眼的な 

piece 
piecemeal：少しずつの、断片的な 

worth 
worthiness：価値があること、立派 

noteworthy：注目すべき 

worthwhile：やりがいのある 

worthy：（尊敬［賞賛］を）受けるに値する、資
格のある、立派な、善良な、（地位などに）ふ
さわしい 

unworthy：尊敬に値しない、（地位などに）ふ
さわしくない 

worthless：つまらない、役立たずの、無価値の 

praiseworthy：誉める価値のある 

newsworthy：ニュース価値のある 

sign 
signatory：署名者、調印国 

signature：署名、特徴 

signing：署名、調印、契約、手話で話すこと 

signet：印章、印鑑、認め印 

undersigned：（文書末尾の）署名者 

unsigned：署名のない 

signal：信号、信号を送る、前触れとなる、示す 

ensign：（船などの国籍を表す）旗、（米国の）
海軍少尉 

center 
centered：中心にある、中心がある、集中した、
中央に置かれた、～中心の 

master 
mastery：熟練、卓越、支配力 

masterful：優れた腕前の、名人の 

proper 
propriety：妥当性、礼儀正しいこと、礼節  

impropriety：不穏当［不道徳］な行動 

strategy 
strategic：（目的達成のための）戦略上重要
な、戦略的な 

strategize：戦略を練る、（入念に）計画する 

strategist：戦略家

avoid 
avoidable：避けられる 

unavoidable：不可避の、やむを得ない 



avoidance：回避 

economy 
economic：経済の、経済性のある、採算が取
れる 

economical：経済的な、徳用の、節約する、
無駄遣いをしない、倹約する

economist：経済学者、経済評論家

economize：節約する、無駄をしない 

uneconomic：儲けにならない、非経済的な 

review 
reviewer：（本、演劇などの）批評家、検閲者、
批評家 

preview：試写［試演］会、試写評、下見、試
写評を書く、予備知識を与える 

overview：概観、概要 

constant
constancy：不変性、貞節、節操 

benefit 
beneficial：有益な、有利な 

beneficiary：受益者、（遺産などの）受取人 

skin 
skinny：やせこけた、体にぴったりしたデザイ
ンの 

skinless：皮のない［皮をむいた］、敏感な、
過敏な 

thin-skinned：（批判、侮辱に）敏感な、皮の
薄い 

thick-skinned：（批判、侮辱に）鈍感な、皮
膚が厚い

fair 
fairness：公正、色白、金髪 

unfair：不公平な、不当な 

unfairness：不公平 

gold 
golden：金製の、黄金色の、特別の、貴重な 

gild：金色に輝かす、金箔を貼る、金メッキを
する 

goldfish：金魚 

summer 
summery：夏の、夏向きの 

midsummer：真夏 

summertime：夏季 

sufficient 
insufficient：不十分な 

sufficiency：十分な量 

suffice：十分だ 

advantage 
advantageous：利益のある、有利な 

disadvantage：不利な点、弱点、短所 

vantage：優勢、有利、有利な点 

shape 
shapely：格好のよい、釣り合いのとれた 

shaped：～の形の 

conflict 
conflicting：相争う、矛盾する、相反する 

progress 
progressive：進歩的な、漸進的な、たゆまず
進行する、進歩主義者 

progression：進行［進展］、連続［連鎖］ 

horse 
horseshoe：馬蹄、馬蹄型のもの 

horseback：馬に乗って 

horsey：馬［競馬］好きの、馬の、馬のような 

horseplay：バカ騒ぎ 

wind 
windswept：吹きさらしの 

whirlwind：つむじ風、（嵐にも似た）めまぐる
しい動き 

windy：風の強い、おしゃべりな 

windward：風上の、風上

windmill：風車 

windfall：思いがけない儲けもの、もっけの幸
い、風で落ちた果物 

long-winded：長たらしい、冗長な 

dear 
endear：慕わせる、思慕させる 

dearly：非常に、高い代価を払って 

endearment：愛の言葉 

ship 
shipwreck：難破、遭難事故、難破船、難破する 

shipyard：造船所 

shipment：船積み、積送品、積荷 

shipshape：整然とした 

construction 
constructive：建設的な 

construct：建設する、組み立てる 

reconstruction：復元、再建、再現 

reconstruct：再建［復元］する、再構成［再現］
する 

reconstructed：再建［復元 /改造］された、
再生の 

reconstructive：再建（手術）の 

prevent 
preventable：止められる、予防できる 

prevention：予防、防止 

preventive：予防の 

cover 
covert：秘密の、隠された、隠れ場所 

uncover：覆いを取る、蓋を開ける、暴露する 

uncovered：露出した 

scene 
scenery：景色、風景、舞台装置、舞台の背景 

glass 
glassy：ガラス状の、生気のない、（目が）どん
よりした 

eyeglasses：眼鏡 

glassware：ガラス製品 

sunglasses：サングラス 

break 
broke：一文なしの、破産した 

breakdown：故障、分解、内訳 

breakout：脱獄 

breakaway：脱退した 

unbreakable：壊す［破る］ことのできない 

breakthrough：突破口 

daybreak：夜明け、暁 

outbreak：（戦争・病気などの）発生、勃発

groundbreaking：草分けの、画期的な 

unbroken：中断されない、（記録などが）破ら
れない

civil 
civility：丁重、丁寧、慇懃な言葉 

civilian：民間人 

civic：都市の、市民の 

unit 
unitary：統一された、一元化された、単一の、

1個の 

choose 
choosy：（好みが）やかましい、えり好みする 

choice：選択（する行動）、選択権、上等の、
高級の、精選した 

initial 
initiate：創始する、着手する、手ほどきする、
加入する、入会者 

initiative：（新）計画、進取の気性、主導権、
主導 

initiation：加入［入会］、着手、開始 

aware 
awareness：自覚 

unaware：気づかない 

sample 
sampler：刺繍見本作品、（音楽作品の）サン
プル集 

sampling：サンプル抽出、サンプリング 

sex 
sexual：性的な、性に関する 

unisex：ユニセックスの、（服装などが）男女
共通の 

sexuality：性的趣向 

homosexual：同性愛の人［男性］ 

homosexuality：同性愛 

sexless：無性の、性欲のない 

asexual：無性の、生殖器のない、性に無関
心の 

bisexual：両性愛の、雌雄同体の、両性愛の人 

fast 
fastness：要塞 

fasting：断食、絶食、断食の、絶食の 

balance 
unbalanced：平衡を失った、不均衡な、（精
神が）錯乱した 



imbalance：不均衡 

counterbalance：釣り合わせる、平衡おもり、
釣り合いを取ること 

apply 
applicant：志願者 

application：志願［申し込み］、適用、応用、
塗布 

applicable：あてはまる 

appliance：家庭用電気器具 

exist 
existence：存在、実在、現存、暮らしぶり 

existent：存在している、現存の 

nonexistent：実在［存在］しない 

existential：存在に関する、実存主義的な 

coexist：同時［同所］に存在する、共存する 

coexistence：共存 

element 
elementary：初歩の、初級の、基本の、（問題
などが）簡単な 

elemental：（自然力のように）絶大な、自然力
の、基本的な 

save 
saver：節約家、貯蓄家 

saving：節約、貯金、預金 

code 
coded：暗号で記された、コード化された、間
接的に表現した 

plant 
planter：プランター、農場主、種蒔き機 

plantation：プランテーション［農園］、植林
（地） 

replant：植え替える、移住させる、別の植物
を植える、移植した植物 

bottom 
bottomless：底なしの、測り知れない 

responsible 
responsibility：責任、責務 

irresponsibility：責任を負わないこと、無責任 

irresponsible：無責任な 

gain 
gainful：利益のある 

regain：取り戻す、回復する、戻る 

ungainly：無様な 

conduct 
conductive：伝導力のある、伝導性の 

conductivity：伝導性［率］ 

conductor：指揮者、案内人、伝導体 

misconduct：非行、違法行為、職権乱用、
誤った経営 

semiconductor：半導体 

motion 
motionless：動かない、静止した 

bank 
banker：銀行家、幹部銀行員、胴元 

riverbank：川堤、川岸 

bankroll：財政を支援する、資金を出す、資金
（源） 

bankruptcy：破産（状態）、破綻 

bankrupt：破産した、～が欠けている、破産者 

embankment：堤、堤防、土手 

trial 
retrial：再審、再試験 

pretrial：事前審理、事前審理の 

fight 
infighting：内紛 

fighter：戦闘機、戦士 

fistfight：殴り合い、喧嘩 

suggest
suggestion：提案、提議、提言、示唆、暗示、
（～の）気味、（～らしい）様子 

suggestive：連想させる、淫らな、挑発的な 

contract 
contractor：契約者、請負業者 

contraction：収縮、縮小、（陣痛時の）子宮
筋収縮、（単語などの）短縮形 

contracted：収縮した、しかめられた、短縮し
た、縮約した、狭量な、契約した、婚約した 

contracting：収縮性のある、契約の、婚約の 

sister
sisterhood：姉妹愛、女性の共同体 

sisterly：姉妹のような、むつまじい 

half-sister：異母［異父］姉妹 

stepsister：継姉妹 

enter 
reenter：再び入る、再加入する 

entrance：入口、門、入場、登場、入会、加入 

external 
externality：外的特質、外界、外形、外観、形
式主義、外部効果 

practical 
practicality：実現可能性、現実性、実際的な
こと、実用面 

impracticable：実行不可能な 

impractical：実際的でない、空論の、できそ
うもない 

impracticability：実行不可能、手に負えない
こと、頑固、強情、実行不可能な事柄 

battle 
battlefield：戦地、戦場、争点 

battleship：戦艦 

stress
stressful：ストレスの多い 

overstress：強調しすぎる、強い圧力［緊張］
を与える 

drive
driver：運転手、ドライバー、牽引役 

vision 
prevision：予知、先見、予見、予見する 

visionary：先見の明のある、幻影［幻覚］の 

envision：心に描く、想像する 

fit
fitting：ふさわしい、適した、部品、仮縫い 

misfit：不適応者

unfit：不適当な、不健康な、（肉体的、精神的
に）不適当な 

fitness：フィットネス、（身体的）健康、適合性 

befit：ふさわしい 

concern 
concerning：～について 

unconcern：無頓着、無関心 

couple 
uncoupled：連結されていない、分離された 

coupling：連結、結合、性交、交尾 

strange 
stranger：見知らぬ人、初めて来た人 

notice 
noticeable：目立つ、顕著な、明らかな 

unnoticed：人目を引かない、気づかれていない 

village 
villager：村人 

correct 
corrected：修正した、訂正した 

correction：訂正、修正 

correctness：正確さ、礼儀正しさ 

corrective：改める［修正 /矯正の］、修正［矯
正］すること 

correctional：矯正［懲らしめ］の 

incorrect：正しくない、間違った、誤りの多い、
不作法な 

straight 
straightaway：直線の、間を置かない、直線
（コース）、すぐに、ただちに 

straightforward：簡単な、たやすい、単純な、
率直な 

straighten：まっすぐにする［なる］、身を起こす 

spread 
widespread：広範な、普及した 

accept 
acceptance：受け入れ［受諾］、受け入れら
れること 

acceptable：容認［受諾］できる、許容できる、
結構な 

acceptor：受諾者、受容体、手形引受人 

unacceptable：受け入れられない 

trouble 
troublesome：迷惑な、厄介な 

client 
clientele：依頼人、顧客 

south 
north：北、北部、北にある、北向きの、北へ 

east：東、東部、東洋、東欧圏、東にある、東
向きの、東からの、東風の、東へ 

west：西、西洋、西部、西側［西欧］、西の、西
向きの、西風、西へ 



administration 
administer：管理［運営］する、（法などを）執
行する、与える、投与する

administrative：管理［行政］上の 

administrator：管理者、行政官 

speed 
speedy：速い、早速の、素早い、迅速な 

gas 
gaseous：ガス状の、気体の 

domestic 
domestication：飼い慣らすこと、馴化、なじ
み、飼育、教化 

domesticate：（動物を）飼い慣らす、飼育す
る、栽培化する 

domesticity：家庭（生活） 

safe 
failsafe：絶対安全な、安全設計［フェールセー
フ］の 

safety：安全、安全性、避難所 

unsafe：安全でない、危険な、不安な、（判決
などが）覆される可能性がある 

rose 
rosy：バラ色の、（展望などが）明るい、有望な 

roseate：バラ色の 

bear
bearable：耐えられる 

unbearable：耐えられない 

expect 
unexpected：予期しない、意外な、思いがけ
ない 

expectation：予想、期待 

expectant：期待している 

expectancy：期待 

credit 
creditor：債権者 

discredit：信用を落とさせる、信憑性を失わ
せる、不名誉 

represent 
representative：代表者、代理人、下院議員、
代表する 

relevant 
irrelevant：無関係な、見当違いな 

relevance：適切、妥当性、関連性 

irrelevance：無関係、関係のないこと 

federal 
federalism：連邦主義（制度）、聖約説 

check 
checkmate：チェックメイト、王手詰み、（事
業などの）行き詰まり 

checkpoint：検問所 

checkout：（スーパーの）レジ、（ホテルの）
チェックアウト 

checkup：照合、検査、試験 

upper 
uppermost：一番上の、最優位の 

press 
pressed： （時間、金が不足して）切迫した、圧
搾された

pressing：緊急の、たっての、プレス加工した
もの、レコード 

pressure：圧迫、圧力、気圧 

drug 
druggist：薬剤師 

drugstore：ドラッグストア、薬局 

fellow 
fellowship：連帯感、友情、団体［組合 /協
会］、研究費［奨学金］、（学術団体の）会員
資格 

watch 
watchful：注意［用心］深い 

watcher：～研究家、動向を観察する人 

watchman：警備員 

double
doubly：2倍に、二様に 

generation 
generate：発生させる、生み出す 

generator：発電機、発生機 

regenerate：再建する、再生する 

generative：発生の、生成の 

generating：発電する 

regeneration：更生、再建、復興、復活、改革 

edge 
two-edged：両刃の、両面の意味を持つ 

edged：刃のついた、痛烈な、へりのついた 

edgy：いらいらした、不安な、鋭い、とげとげした 

acid 
acidulous：酸味のある 

acidity：酸味、酸性 

build 
building：建物、建築 

rebuild：再建する、（態度などを）立て直す 

outbuilding：付属建築物、離れ家 

buildup：増強、強化、蓄積、発展、増加、盛り
上がり 

built-in：作りつけの

title 
titular：有名無実の、名義だけの 

entitle：資格［権利］を与える、題をつける 

entitlement：資格、権利 

titled：肩書きのある 

subtitle：字幕、（本の）副題、字幕をつける、
副題をつける 

maintain 
maintenance：維持、持続、生計、養育費 

maintained：財政支援を受ける 

happen 
happening：出来事、事件、楽しい、おしゃれな 

usual 
unusual：独特の、普通でない、珍しい、見［聞
き］慣れない 

tradition 
traditional：伝統の、伝統に従う 

regular 
regularity：定期的なこと、規則正しさ、均整 

irregular：不揃いの、不規則な、変則的な、異
常な 

irregularity：変則、不定、不規則性、不揃い 

president 
presidential：大統領の、大統領選挙の、主
催する、統轄する 

presidency：大統領職［任期］、会長職［任期］ 

mine 
mining：採掘、採鉱、鉱（山）業 

miner：鉱夫 

wild 
wildness：野生、（土地などの）荒廃、乱暴、
無謀 

location 
locate：（場所などを）つきとめる、（特定の場
所に）設置する、開業する 

locator：位置探査装置 

relocate：転勤［移転］させる［する］ 

relocation：再配置、配置転換 

birth 
rebirth：復活、再生 

birthday：誕生日 

birthplace：出生地、発祥地 

birthright：生得権 

childbirth：出産、分娩 

fish 
fishy：疑わしい、魚臭い 

fishing：釣り、漁業 

secret 
secrecy：秘密の厳守、秘密になっている状態 

secretive：隠しだてする 

error 
erroneous：間違いに基づく 

youth 
youthful：青年らしい、若い、溌剌とした 

youthfulness：若さ、溌剌 

seek 
seeker：探究者 

reduce 
reduction：縮小、削減、減少、割引、縮小版、
縮図 

opposite 
opposition：反対［抵抗］、反対［相手］側、（試
合などの）相手、対立、対照 

identify 
identity：身元、身分、正体、独自性、非常によ
く似た点、同一性 

identical：同一の、全く同じの 

identification：身元確認、識別、（心理的）同
一視、共鳴 

unidentified：未確認の、身元不明の 



phone 
telephone：電話、電話機、送受話器、電話を
かける、電話で伝える 

payphone：有料電話、公衆電話 

aid 
unaided：助力を受けない 

aide：補佐官 

conversation 
converse：話し合う 

conversationalist：話上手な人 

conversational：会話（体）の、口語の、うちと
けた 

conversant：～を知っている、～に精通して
いる 

eat 
overeat：食べすぎる　

audience
inaudible： 聞き取れない

auditory：聴覚の

auditorium： 聴衆席、講堂

audio：録音・再生の

audible：聞き取れる

audition：オーディション、オーディションを受
ける［実施する］ 

describe 
indescribable：筆舌に尽くしがたい

description：叙述、記述、描写、説明

descriptive：叙述［描写］する、記述的な

nondescript：特徴のない 

ordinary 
extraordinary：風変わりな、非常な、稀に見
る、非凡な、臨時の

extraordinaire：並外れた

inordinate：過度な、法外な 

buy 
buyer：購買者、バイヤー 

soft 
softness：柔らかさ、優しさ、寛大 

soften：柔らかくする、和らげる、柔弱にする 

official 
officialdom：官僚集団 

unofficial：非公式の、非公認の 

officiate：職務を務める 

suppose 
supposing：もし～ならば 

supposition：推測 

supposititious：偽りの、ニセの、偽造の、仮
定の、想像上の 

presuppose：予想する、想定［推定］する 

touch 
touchy：怒りっぽい、（神経が）過敏な、（問題
が）扱いにくい 

touching：人を感動させる、人の心に触れる 

untouched：損なわれていない、本来のままの 

untouchable：触れてはいけない、批判でき
ない、無比の 

touchdown：（飛行機、宇宙船の）着陸、タッ
チダウン 

wait 
waiter：給仕、ウエーター 

waitress：給仕、ウエートレス 

await：待つ 

familiar 
familiarity：心安さ、懇意、親密さ 

familiarize：慣れ親しませる 

unfamiliar：慣れていない、見慣れない、不案
内の、よく知られていない 

stone 
stony：石の多い、石のように冷たい、冷酷な、
無情な 

stoneware：せっ器（硬質の陶器の一種） 

limestone：石灰岩 

sandstone：砂岩 

stonewall：議事を妨害する 

stoned：酔っ払った 

touchstone：試金石、基準 

cornerstone：礎石、基礎 

keystone：（アーチの）かなめ石 

whetstone：砥石 

spring 
springtime：春季 

minute 
minutiae：詳細、細目 

college 
collegiate：大学（生）の 

obtain 
obtainable：手に入れられる 

broad 
broadside：悪口の一斉攻撃 

broaden：広くする、広げる 

doctor 
doctoral：博士号の 

doctoring：治療する、修理する 

doctorate：博士号 

dog 
lapdog：愛玩用の子犬、重要人物の言いな
りになる人 

dogged：頑固な、粘り強い 

watchdog：監視人、監視団体 

iron 
ironing：アイロンかけ 

ironclad：破ることのできない、厳しい、装甲の、
（植物が）不利な条件に耐えられる 

absence 
absent：欠席の、欠勤の、いない、不在の、ぼ
んやりした、欠席［欠勤］する 

absenteeism：常習的欠席［欠勤］ 

absentee：欠席者、欠勤者、不参加者

silence 
silent：黙っている、沈黙している、静かな、無
口な、無言の、発音されない 

philosophy 
philosophical：哲学の、哲学に関する、達観
した、冷静な

philosopher：哲学者、哲人 

reaction
react：反応する、反応を示す、化学反応を起
こす 

reactive：反応［反作用］を示す、（科学）反応
をする

reactionary：反動主義者［分子］

reactor：原子炉 

overreact：やりすぎる 

overreaction：過度の行動、演技の誇張 

baby 
babyish：赤ん坊のような 

danger 
dangerous：危険な 

endangerment：危険にさらす［さらされる］こと 

endanger：危地に陥れる、危険にさらす 

commercial 
commercialism：商業主義 

machine 
machinery：機械（類）、機械装置、組織、シ
ステム、機構 

machination：策略、悪だくみ 

mechanical：機械で動く、機械［エンジン］で
動く、力学の、機械を取り扱う 

mechanic：整備士、力学、機械工学、技法 

mechanism：機械装置、機構、手法、メカニ
ズム

confidence 
confident：自信のある、確信している 

overconfident：自信過剰の 

agent 
agency：代理店、エージェンシー、（政府など
の）機関 

grow 
growth：成長、増加、生えたもの、腫瘍 

grown：大きくなった、成人した 

ingrown：内側に成長した、肉に食い込んだ、
内向的な

overgrown：（雑草などが）一面に生えた、成
長しすぎた 

overgrowth：過度の成長、繁茂 

grownup：成人した、成熟した、大人になった 

outgrow：体が大きくなって服などが合わな
くなる、～より大きくなる、（歳を取って）～
がなくなる 

novel 
novelty：目新しさ、斬新さ、新奇、珍しさ 

novelist：小説家 

novella：中編小説



transfer 
transference：移動［移転 /譲渡］ 

transferable：移動［譲渡 /移転］し得る 

bound 
inbound：本国行きの、帰航の 

rebound：はね返る、盛り返す 

boundless：果てしない 

outbound：外国行きの 

judge 
judgement：判断力、判断、判決、審判 

judgmental：批判的な、判断［裁判］の 

misjudge：判断を誤る 

mere 
merely：単に、ただ 

numerous 
numeral：数字、数詞 

innumerable：数え切れないほどたくさんの、
無数の 

numerical：数の、数を表す、数字で示された 

numeric：数の、数字の 

supernumerary：定数以上の、余分の 

therapy 
chemotherapy：化学療法 

therapeutic：治療上の、治療法の、精神衛
生によい 

detail 
detailed：詳細な 

challenge 
challenger：挑戦者 

unchallenged：疑いのない、挑戦されない、
反対されない

challenging：挑戦的な、挑発的な 

square 
squarely：まともに、真正面に、率直に、正直に 

fresh 
freshen：新鮮にする、活気づける、さっぱりさ
せる、寒くなる 

freshness：新しさ、鮮明、爽快 

freshman：新入生 

afresh：新たに、あらためて

chair 
chairman：議長、会長 

formal 
formality：形式上の手続き、形式［儀礼］的
なこと、格式 

informal：格式張らない、くだけた、うちとけ
た、普段着の、日常的な 

protect 
protection：保護、保険の補償範囲、保護貿
易制度 

protector：保護者、保護機関、保護物 

protective：保護する、守る、防御する 

protectionism：保護貿易主義 

unprotected：保護を受けていない、無防備の 

overprotective：過度に保護する、過保護の 

protectorate：保護国 

improve 
improving：改良［改善］する、有益な、役に立つ

improvement：向上、改善、好転 

quiet 
quietude：静寂、静けさ 

quietus：死、（人生などの）総決算 

disquiet：不安、動揺 

warm 
warmth：温気、暖かさ 

lukewarm：生ぬるい、微温的な 

draw 
drawing：絵、素描、デッサン、製図法、製図 

drawn：やつれた 

drawer：引き出し、手形振出人 

willing 
willingness：快くすること、喜んでする心持ち 

unwilling：気が進まない、いやがる、不承不
承の、不本意の 

unwillingness：不本意、自発的でないこと、
反抗的なこと 

pure 
impure：不純な、混ぜ物のある、不潔な、不
道徳な、淫らな 

purity： 純粋、純度

impurity：不純物、不潔、不純

feature 
featured：特色とした、呼び物の、主演の、～
の顔つきの 

breath 
breathable：通気性のある 

breathe：呼吸する、息を吸う、（香りが）漂う、
（ワインなどを）空気にさらす、明示する 

breathless：息を切らした、あえいだ、息を殺
した 

breathtaking：息を飲むような 

train 
training：教育、訓練、トレーニング 

untrained：訓練を受けていない、（軍隊式の）
教練を受けていない 

trainee：教育を受ける人、研修生 

achieve 
achievement：業績、偉業、成就、達成 

achievable：成就できる、達成できる 

overachiever：標準［期待］以上の成績を収
める人 

clinical 
clinic：病院、診療所、クリニック 

clinically：臨床的に、冷静に 

tone
toneless：単調な 

winter 
midwinter：真冬 

wintry：冬の、冬のような、寒冷な 

afraid 
unafraid：怖がらない 

wonder 
wonderland：おとぎの国、楽しみがいっぱい
の所、素晴らしい所 

perform 
performer：演技者、演奏者 

performance：公演、演奏会、演技、演奏、業
績、成果 

notion 
notional：概念上の、観念的な、抽象的な 

false 
falsehood：虚言、嘘を言うこと、嘘 

falsify：（文書を）偽造［変造］する 

falsification：偽造、変造、（事実の）曲解、虚
偽の立証、偽証

combination 
combine： 結合する、合体する、統合する、連
合させる、コンバイン、連合体

prove 
unproven：立証されていない 

proven：立証［証明］された 

contain 
container：入れもの、容器、コンテナ 

containment：牽制［抑制］、（武力などの）封
じ込め 

huge 
hugeness：巨大、莫大 

lose 
loser：敗者、失敗者、損失者 

lost：（道に）迷った、失くした、失われた、負けた 

equipment 
equip：装備する、（学問、技能などを）身につ
けさせる 

occasion
occasional：時たまの 

seat 
unseat：席を奪う、（馬、自転車などから）振り
落とす 

travel 
traveled：広く旅をした、見聞の広い、（道な
ど）旅行者が多い 

traveler：旅行者、旅人、旅行家 

escape 
inescapable：不可避の 

escapee：脱獄者、脱走者、逃げ出した動物 

escapement：逃げ口、はけ口 

rock 
rocking：揺れる、すごい、すてきな 

rocky：岩でできた、岩の多い、困難に満ちた、
冷酷な 

bedrock：強固な基礎、岩床 

fundamental
fundamentalist：根本主義者、原理主義者 

document 
documentation：（書類による）証拠固め、文
書化 



documentary：ドキュメンタリー、記録もの、
書類［文書］による、ドキュメンタリ―の 

dream 
dreamy：夢見がちの、空想好きな、夢のよう
な、幻想的な 

dreamer：夢想家、夢見る人 

daydream：白昼夢 

dreamless：夢を見ない、安眠の 

urban 
urbanization：都市化 

urbanity：都市風、洗練、優雅、洗練された態度 

urbane：洗練された、上品な 

establish 
disestablish：国教制を廃する 

establishment：機関、施設、既得権層、支配
層、設立、樹立、確立 

reestablish：再建する、復職［復位］させる、
復興する 

station 
stationary：動かない、静止した、変化のない、
一定不変の 

divine 
divinity：神性、神、神学 

divination：占い、予言

divining：占いの、予言の 

indicate 
indication：兆候、暗示 

indicator：指標、計器［装置］、方向指示器 

indicative：表示する、《文法》直接法の 

wealth 
wealthy：裕福な、財産のある 

brief 
brevity：簡潔性、短さ、瞬時 

heaven 
heavenly：天国の、天空の、すばらしい 

tend
tendency：性向、気質、傾向、動向、趨勢 

option 
optional：選択自由の 

spot 
spotted：斑点のある、まだらの 

spotter：（銀行などの従業員の）不正監視人、
狙撃手 

spotless：しみのない、欠点のない、潔白な 

bar 
barred：かんぬきを掛けた、縞模様の、砂浜
のある 

please 
pleasant：快適な、愉快な、気分のいい、愛
想のいい、感じのよい 

pleasure：喜び、愉快、娯楽、楽しみの種 

displeasure：不愉快、不満 

pleasing：楽しい、心地よい、満足を与える 

unpleasant：不快な、気まずい、無礼な 

pleasurable：楽しい 

displease：不快にさせる 

displeased：立腹した 

permission 
permit：許す、可能にする 

intelligence 
intelligent：聡明な、利口な、知性を持つ 

intelligible：理解できる 

intelligibility：理解できること、わかりやすさ、
明瞭 

intelligentsia：知識階級、知識人 

unintelligible：理解できない 

counterintelligence：防諜活動、反スパイ活動 

conclusion 
conclusive：決定的な 

inconclusive：決定的でない、結論の出ない 

conclude：結論を下す、終える、（条約などを）
締結する

interview 
interviewer：面接者、インタビュアー、会見記者 

express 
expression：表現、表出、表情、《数学》式 

expressive：表現する、表情に富んだ 

unexpressed：表現されていない 

camp 
camper：キャンプする人、キャンピングカー 

encamp：野営する、キャンプする 

encampment：野営、露営 

decamp：急いで密かに立ち去る 

tool 
toolbox：道具箱 

neck 
neckline：（婦人服の）ネックライン 

necklace：ネックレス 

necktie：ネクタイ、絞首綱 

cancer 
cancerous：癌の、癌にかかった 

severe 
severity：激烈、厳酷、厳格、厳正、痛烈、辛
辣、激烈 

frame 
framing：構成、組み立て、構想、画策、枠組
み、骨組み 

framework：骨組み、体制、体系、枠組み 

mainframe：メーンフレーム（中央コンピュー
ター） 

cash 
cashier：出納係、（軍人を）免職する 

promise 
promising：有望な、嘱望される、見込みのある 

damage 
undamaged：無傷の 

damaging：損害を与える、有害な 

contemporary 
contemporaneous：同時に発生［存在］する 

narrative 
narrate：物語る 

narrator：叙述者、ナレーター 

season 
seasoned：経験を積んだ、老練な、味をつけ
た、調味した 

seasoning：調味料 

unseasonably：季節外れに 

seasonal：季節の、季節ごとの、特定の季節
だけの 

capable 
incapable：できない、無能の 

capability：能力、力量 

drink 
drunk：酒に酔った、酔いしれた、酔っ払い、飲
んだくれ 

drunkenness：酔い、酩酊、酒びたり 

lie 
underlying：根本的な、下にある 

underlie：～の基礎になる 

overlie：～の上に横たわる 

belie：偽って伝える、嘘であることを示す 

liar：嘘つき 

forest 
rainforest：熱帯雨林 

forestry：林学、山林管理 

deforestation：森林伐採 

agree 
agreement：協定、合意、同意、承諾、一致 

disagree：意見を異にする、同意しない、異な
る、一致しない 

agreeable：気持ちのよい、快活な、喜んで応
じる 

disagreement：意見の相違、口論、不一致 

disagreeable：不愉快な、気難しい、無愛想な 

ahead 
go-ahead：許可、認可 

silk 
silken：滑らかな、柔らかい、絹製の 

mission 
missionary：（外国へ派遣される）宣教師 

maximum 
maximize：極大化する、最大限活用する 

ideal 
idealist：理想家、理想主義者、空想家、夢想
家、観念論者、唯心論者 

idealism：理想主義、観念論、唯心論 

idealize：理想化する 

idealization：理想化（されたもの） 

sentence 
sententious：大袈裟な、訓戒調の 

distinct 
distinctive：独特の 

distinction：差異、優秀性、卓越、栄誉 



indistinct：判然としない、はっきりしない 

medium 
medial：中間の、中央にある、中央の、平均の、
内側の 

assume 
assumption：推定、想定、（権力、責任の）引
き受け［掌握］ 

unassuming：気取らない 

excellent 
excellence：優越、卓越 

excel：秀でている、卓越する 

sin 
sinful：罪のある、邪悪な、罰当たりな 

advance 
advancement：促進、進歩、昇進、出世 

discuss 
discussion：討議、協議、考察、論考 

technical 
technicality：専門的事項、細部条項 

technician：技術者、技巧者 

technique：技法、技術 

technology：科学技術 

technological：科学［工学］技術の［に関す
る］、（科学）技術（上）の 

wave 
shortwave：短波、短波の、短波で放送する 

wavelength：波長、周波数 

wavy：ウェーブしている、波型の 

wood 
woodland：森林地帯 

woody：木のような、木質の、木の多い 

wooden：木製の、木造の、硬直した 

annual 
semiannual：半年ごとの、年2回の、（植物が）
半年生の 

limit 
illimitable：限りない、広大な、果てしない 

unlimited：無制限の、無限の 

limitless：無限の、広大な 

limited：制限された、わずかの、限定された 

limitation：制限、限定、制約、限界 

weak 
weakness：弱いこと、無力、脆弱、弱点 

weakling：虚弱者、弱い人 

weaken：弱める、弱まる、弱くする 

empty 
emptiness：空虚（感）、虚無、からっぽなこと、
空所 

sum
summation：要約、総括 

solid 
solidification：団結、凝固 

solidity：堅固さ、硬いこと、堅実 

solidarity：連帯、結束 

solidify：固まる、固める 

sweet 
sweetness：気立てのよさ、優しさ、甘さ、甘
み、芳香 

sweeten：砂糖［甘味料］を入れる、甘くする、
なだめすかす、懐柔する 

sweetener：（人工）甘味料、賄賂 

kill 
overkill：極端［過剰］な措置、やりすぎ 

killing：殺害、殺人、骨の折れる 

vast 
vastness：広大さ、広大な広がり 

clean 
cleanliness：清潔 

cleanse：清浄にする、浄化する 

cleansing：きれいにすること、浄化、罪を清
める

cleanly：こぎれいに、さっぱりと、きれいに 

cleaner：清掃人、掃除機、クリーニング屋 

unclean：汚れた、不潔な、不浄な 

examination 
examine：調査［検討］する、試験する、診察
する、尋問する 

examiner：審査委員、試験官、検査官 

reexamine：再試験［再検討 /再検査］する 

exam：試験、検査 

joy 
joyous：喜びに満ちた、（人の心を）喜ばせる 

joyful：喜びに満ちた、うれしい、（人の心を）
喜ばせる 

overjoyed：大喜びの 

block
blockade：遮断、封鎖 

blockage：（流れを）遮るもの、障害物、封鎖
（された状態）、閉鎖 

sequence 
sequential：逐次的な 

sequel：（小説や映画の）続編、後続事件 

concentration 
concentrate：（考えなどを）集中する、専心す
る、一点に集める、濃縮する 

relief 
relieve：（苦痛などを）取り除く、安心させる、
緩和する 

relieving：補助する、補助用の 

boat 
sailboat：帆船、ヨット 

guide 
guidance：指導、案内、（ロケットなどの）誘導 

misguided：見当違いの 

chain 
unchain：鎖から解く、解放する 

ice
icy：氷のように冷たい、氷に覆われた、冷淡
な、冷たい 

icebreaker：砕氷船、よそよそしさをほぐす言
葉［行動］ 

iceberg：氷山 

profit 
profitable：利益を生じる、儲かる、有益な 

profitless：得るところのない、無益な 

election 
elect：選出する、選ぶ、当選した 

electorate：有権者 

electoral：選挙の 

elective：選挙による、選挙で選ばれた、選挙
権のある、（手術など）随意の［緊急を要しな
い］、選択科目 

elector：選挙人、有権者

metal 
metallic：金属的な、金属製の、金属を含む 

copy 
copycat：人真似をする人、真似師、人真似
の 

forget 
unforgettable：忘れられない 

forgetful：忘れっぽい、健忘症の 

forgettable：忘れられやすい、忘れてもよい 

secure 
unsecured：安全でない、無担保の、（戸が）
しっかり締められていない

insecure：確信の持てない、不安定な、安全
でない 

security：安全、警備、安全保障、防衛、保障、
安心（感）、担保 

insecurity：不安、不確実、不安定、危険 

join 
rejoin：再加入する、再び一緒になる、応答する 

rejoinder：応答、答弁 

joint：共同の、合同の 

disjoint：関節を外す、脱臼させる、解体する 

disjointed：支離滅裂の、一貫していない 

recognize 
recognition：認めること、認識、認定［承認］、
表彰 

recognizable：見分けがつく 

unrecognizable：見分けがつかない 

wine 
winery：ワイナリー、ワイン醸造所

imagine 
imagination：想像力、想像、仮想、錯覚、創
意力 

imaginative：創意的な、創造力に富む 

imaginable：想像できる、考えられる 

imaginary：想像上の、仮想的な 

unimaginable：想像を絶する 

unimaginative：想像力に乏しい 

sell
selling：販売する、販売の、販売業の、（よく）
売れる 



seller：売り手、販売者 

undersell：安売りする、（実際の価値）より安
く売る 

cycle 
cyclic：循環する、周期的な 

recycle：再生利用［再使用］する、再活用［再
生］する 

quick 
quicken：早める、急がせる、活気づける［づく］ 

cast 
caster：投げる人、鋳造工、投票者 

beside 
besides：～のほかに、その他に、別に

inner 
innermost：最も内密な、最奥の 

subsequent 
subsequently：その後に 

shift 
shifty：うさんくさい 

shiftless：無気力な 

visible 
invisible：目に見えない 

visibility：目に見えること、可視性 

invisibility：目に見えないこと、隠れていること 

criminal
criminologist：犯罪学者 

crimination：罪を負わせること、告発、告訴 

emphasis 
emphasize：強調する 

thick
thickness：厚さ、層 

thicken：どろどろになる、（液体などが）濃く
なる、どろどろにする 

band 
disband：（組織を）解散する 

bandwidth：（周波数の）帯域幅 

silver 
silvery：銀色の、朗 と々した、玉を転がすような 

silverware：銀製品、銀食器類 

dress 
overdressed：正装しすぎなど場違いの服装
をした 

undress： 服を脱がせる、裸でいること

undressed：裸の 

dressing：身支度、ドレッシング、包帯 

height 
heighten：高める

reform 
reformation：改革、改善、改心、宗教改革 

insurance 
insure：保険に加入する、（保険会社が）保険
を契約する 

reinsurance：再保険 

uninsured：保険をかけていない、保険が適
用されない 

enjoy 
enjoyment：楽しみ、喜び、愉快にさせるもの、
享有、享受 

enjoyable：愉快な 

noise 
noisy：騒 し々い、やかましい 

glad 
gladness：喜び、うれしさ 

garden 
gardener：園芸家、庭園師、外野手 

circle 
encircle：取り囲む 

semicircle：半円 

circular：円形の、丸い、巡回する、循環的な、
循環論法的な、回覧の、回報 

semicircular：半円（形）の 

circulate：循環する［させる］、（噂など）広まる
［広める］ 

circulation：循環、流通、（新聞、雑誌などの）
発行部数 

circulating：循環する、巡回する 

circulatory：（血液などの）循環の 

link 
linkage：連結、結合、連関（性）、連動（装置） 

consequence 
consequential：～の結果として生じる、結果
の、重大な 

consequent：～の結果として生じる 

appeal 
appealing：魅力的な、（人を）引き付ける、訴
える 

unappealing：魅力的でない、不愉快な 

participation 
participate：参加する 

participant：参加者 

absolute 
absoluteness：絶対的であること、完全無欠、
絶対性 

decide 
decidedly：明確に、はっきり 

decisive：決定的な、果断な 

decision：決定、判決、決断 

undecided： 未決定の、決心がついていない、
（心が）定まらない、（天候が）定まらない

indecisive：優柔不断な、 決断力のない

indecision：ためらい 

mention 
aforementioned：前述の、上記の 

unmentionable：口にすべきでない 

above-mentioned：上記の、前述の 

injury 
injurious：傷つける、有害な 

injure：傷つける、（名誉などを）傷つける 

column 
columnar：円柱（状）の、縦段式に印刷した 

columnist：定期寄稿者、コラムニスト 

select 
selection：選抜、選定、選択、選抜［選定 /選
択］された人［もの］ 

selective：選択的な、注意深く選ぶ［選抜す
る］、精選する 

weather 
weathercock：風見鶏、風向計 

weathered：風化した、風雨にさらされた、（木
材が）乾燥した 

extreme 
extremity：先端、窮地、極度 

extremist：極端［過激］主義者 

extremism：極端［過激］主義、極端論 

debate 
debatable：議論の余地がある 

debater：討論者 

academic 
academy：（特殊分野の）専門学校、学士院、
芸術院 

academia：学会 

doctrine 
doctrinaire：教条主義的な 

fashion 
fashionable：流行している、流行を追う、上
流社会の 

unfashionable：はやらない、当世風でない 

old-fashioned：古風な、旧式の、保守的な 

raise 
upraise：揚げる、持ち上げる、元気づける、激
励する 

host 
hostess：女主人、女性司会者 

bright 
brightness：輝き、明るさ、鮮明、利発、聡明、
快活 

brighten：明るくなる、輝く、陽気になる、元気
づく 

minimum 
minimal：極小の、最少量の 

minimize：最小（限度）にする、できるだけ少
なくする 

taste 
tasting：試飲会 

tasteful：高尚な、優雅な 

tasteless：味のない、まずい 

tasty：（風味があって）おいしい 

aftertaste：後味 

distaste：不快感、嫌悪感 

distasteful：不愉快な、嫌いな 

entry 
entrée：（フランス料理で献立の中の）最初の
料理［アントレ］、入場権 

mountain 
mountainous：山の多い、山岳の、山のよう
な、巨大な 



mountaineer：登山家、登山客 

mountainside：山腹 

sale 
unsaleable：非売品の、売れない 

wholesale：卸売りの、大量の、十把一からげ
の、大規模の 

wholesaler：卸売業者 

salesman：販売員、外交販売員 

resale： 再販売、転売

saleable：売るのに適した、売れ行きのよい 

adult 
adultery：姦通 

adulterous：姦通の、不義の、不正の、混ぜ
物をした、不純な、ニセの 

yellow 
yellowish：黄ばんだ、黄色がかった 

debt 
indebtedness：負債、債務、負うところがある
こと、恩義があること 

indebted：恩義がある、借金がある 

debtor：債務者 

partner 
partnership：（事業の）共同経営者、提携関
係にある人 

crowd 
crowded：込み合っている、混雑した、（物事
が）ぎっしりつまった 

overcrowded：ひどく混雑した、超満員の 

department
departmental：部署（別）の 

bone 
boneless：骨のない 

bony：骨ばった、骨の多い、骨の、骨のような 

chemical 
chemistry：化学、化学的性質、化学作用

chemist：化学者、薬剤師 

visual 
visualize：心に思い描く、想像する 

visually：視覚的に、外見上は 

stream 
upstream：上流へ 

downstream：下流に、下流の、後続部門の 

mainstream：主流、大勢、主流に入れる 

wisdom 
unwisdom：無知、愚かさ、無分別 

association 
associate：連想する、結びつけて考える［関
連付ける］、交際する、（意見などに）賛同す
る、提携した、準会員、同僚 

associative：連合の、連想の、《数学》結合の 

equation 
equate：同一視する、一致する 

track 
tracker：追跡者、狩猟の案内人 

trackless：足跡のない、道のない、無軌道の、
跡を残さない 

device 
devise：考案［案出］する 

parallel 
parallelogram：平行四辺形 

unparalleled：比類がない 

mark 
postmark：（郵便の）消印 

unmarked：印のない、（相手チームに）マー
クされていない 

marksman：射撃の名手 

marker：標識［表示］（物）、マーカー 

birthmark：母斑、あざ 

hallmark：特徴、特質、品質証明、品質証明
の刻印を押す 

earmark：（特定の目的のために資金などを）
取っておく 

landmark：（航行の手引となる陸上の）目印 

trademark：（登録）商標、（人などの）目立っ
た特徴 

teach 
teachable：教えられる、よく教えを聞く 

teacher：教師、先生 

threat 
threaten：脅す、～の恐れがある、迫っている、
脅かす 

threatening：脅かす、険悪な、今にも降り出
しそうな 

proportion 
proportionate：比例した 

proportional：比例した 

disproportionate：不釣り合いな、不均衡な 

proof 
soundproof：防音装置の 

foolproof：決して間違いのない、誰でも扱える  

reproof：叱責、とがめ 

rain 
rainy：雨の多い 

rainfall：降雨（量） 

substance 
substantial：（量、大きさが）相当な、頑丈な、
堅固な 

substantiality：実在性、実質性、実質のある
こと、本体、実質 

unsubstantiated：根拠のない、実証されて
いない 

substantive：実質的な

substantiate：実証する

insubstantial：堅固でない、実体のない、架
空の

possession 
possessive：所有欲の強い、独占欲の強い、
《文法》所有格の 

possess：所有する、持つ、有する

possessor：所有者、主人 

self-possessed：落ち着いた、冷静な 

flat 
flatten：平らになる、打ち倒す、気力を削ぐ 

fruit 
fruitful：実り多い、有利な 

fruition：成果、結実 

fruity：風味豊かな、（声が）甘美な 

fruitless：成果［結実］のない 

gift 
gifted：才能に恵まれた 

rapid 
rapidity：急速、迅速、敏捷、速度 

library 
librarian：司書 

sick 
sickness：病気、病気状態、体の不調、嘔吐、
吐き気、極度の悲しみ 

sicken：うんざりさせる、病気になる 

farm 
farmer：農夫、農場主、農場管理人 

farming：農場経営、農業、農作 

farmland：農地、耕地 

load 
loaded：荷を積んだ、物が詰まっている、金がた
んまりある、隠された意図のある、装填した 

upload：《コンピューター》アップロードする、
アップロード 

reload：（銃などに）再装填する、（カメラに）
再びフィルムを入れる、再び荷を積み込む 

overload：荷を積みすぎる、負荷をかけすぎ
る、過負荷 

download：《コンピューター》ダウンロードする 

unload：（荷を）下ろす、（火器から）弾丸など
を抜く、（責任などを）押しつける、（持ち株な
どを）大量に売る［処分する］ 

evolution 
evolutionary：進化の、漸進的な 

evolving：進化の、漸進的な 

evolve：進化する［させる］、次第に発展する
［させる］ 

hurt 
hurtful：心を傷つける

parent 
parenting：育児 

parental：親の、父［母］の 

parenthood：親であること 

grandparent：祖父、祖母 

defense 
defensive：防御［守備］の、受け身の 

defensible：擁護［弁護］し得る、防御［守備］
が可能な 

defenseless：無防備の、防御のすべのない 

self-defense：自己防御、自衛、護身、正当防衛 

indefensible：弁解の余地がない、防御でき
ない 



defend：防御［守備］する、擁護［弁護］する 

defendant：被告 

defender：守備選手、擁護者  

approximate 
approximation：近似値、近似している物 

scheme 
schema：概要 

schematic：図式の、図式的な 

category 
categorically：絶対的に、断言的に、明確に 

rare 
rarefied：高尚な、エリートの、（空気が）希薄な 

rarity：非常に珍しい人［もの］、希少価値 

prison 
imprison：投獄する、監禁する 

imprisonment：投獄、拘禁、監禁 

prisoner：囚人、在監人、捕虜

reflect 
reflector：反射物、反射鏡 

reflection：映像［映った姿］、反射、反響、熟
考、反映、（熟慮した結果の）考え 

reflective：思慮深い、（光などを）反射する、
反映する、（状況などを）映し出す 

composition 
composite：合成の、合成物 

compose：構成する、作曲する、（心を）落ち
着ける 

composing：鎮静させる、作曲、組み立て 

composer：作曲家 

composure：（心の）平静 

superior
superiority：優越、優位、高慢 

gun 
shotgun：散弾銃、猟銃 

gunshot：発射弾、射撃、発砲 

gunpowder：火薬 

gunner：砲手、射手、砲兵 

guess 
guesswork：当て推量、憶測 

aim
aiming：狙い（の）、照準（の） 

aimless：目的のない、当てのない 

democracy
democratic：民主主義の、民主（主義）的な、
政治的に平等な、（社会的）平等を尊重する

democrat：民主主義者、民主主義擁護者 

anti-democratic：反民主主義の 

fail 
failing：欠点、短所、～がない場合は

failure：失敗、失敗者、失敗作、不履行、（機
能）停止、倒産 

define 
definite：明確な、確かな、明白な 

definition：定義（づけ）、（語、句などの）定義、
（テレビなどの）鮮明度

indefinite：無期限の、曖昧な 

undefined：定義されていない、不明確な 

definitive：最終的な、決定的な、最も権威の
ある、ほぼ完璧な 

transition 
transitory：一時の、束の間の 

transitional：移り変わる、過渡的な、過渡期の 

sharp 
sharpen：鋭くする、（違いなどを）鮮明にする、
（感覚などに）磨きをかける 

sharpness：鋭さ、急傾斜、鮮明、鋭利、狡猾 

nuclear 
nucleus：（原子）核、細胞核、中心、核心 

grace 
graceless：品のない、優雅さを欠いた、見苦
しい、野卑な 

graceful：優雅な、品位のある 

gracefulness：気品、品位、優雅 

disgrace：不面目、恥辱、不名誉、不名誉な人
［もの］、名を汚す、失脚させる 

disgraced：不名誉な、失脚した 

disgraceful：恥ずべき、恥ずかしい 

gracious：慈愛深い、品位のある、優雅な、鷹
揚な、まあ！ 

ungracious：不作法な、不親切な 

ear 
earful：長 と々した小言 

earshot：声の届く距離、呼べば聞こえる距離

eardrum：鼓膜 

earring：イヤリング 

conscious 
consciousness：意識、自覚、知覚 

unconscious：意識不明の、意識のない、無
意識の、気づいていない 

self-conscious：人前を気にする、自意識の
強い 

subconscious： 潜在意識の

fat
fatty：脂肪の多い、脂肪質の 

waste 
wasteland：荒蕪地、不毛地 

wastrel：金遣いの荒い人 

wasteful：浪費する、浪費の 

wastefulness：浪費、無駄、贅沢 

wastage：浪費 

investigation 
investigate：調査する、研究する 

investigator：捜査官、調査員 

intervention 
intervene：介入する、口出しする、（物事など
が）間にある 

intervening：中間の 

quantity 
quantitative：量的な 

dance 
dancer：踊る人、踊り手、舞踊家、ダンサー 

resource 
resourceful：機略に富んだ

permanent 
impermanent：永久的でない 

permanence：永久性、永続性

thank 
thankful：ありがたい、感謝している 

thankfulness：感謝、謝恩 

thankless：ありがたく思われない、割の悪い 

instrument 
instrumentation：器具［計器］使用、器楽法、
器楽編成［演奏］法 

instrumental：役立つ、手段となる、楽器によ
る［のための］、器楽曲 

instrumentality：手段、方法、助け、仲介、媒
介、代行機関 

instruction 
instructed：教育を受けた、教養のある、指示
［訓練］を受けた 

instruct：指示する、教える、情報を与える 

instructive：ためになる 

instructor：講師、教師

vote 
voter：投票者、有権者 

argue 
argument：論争、口喧嘩、口論、論拠、論点 

argumentative：理屈っぽい、論争好きな 

arguable：議論［論証］できる、議論の余地が
ある 

slave 
slavery：奴隷の身分、奴隷制度 

enslave：奴隷にする、虜にする 

antislavery：奴隷制度反対（の）

slavish：盲従する 

abuse 
abusive：侮辱的な、悪罵の 

abuser：乱用者、虐待者 

disabuse：迷いを解く 

snow 
snowy：雪に覆われた、雪の多い、純白の 

snowball：雪玉、雪だるま式に増えて行く状
況、雪だるま式に大きくなる 

snowfall：降雪、降雪量 

snowflake：雪片 

root 
rooted：根付いた、固着した 

deep-rooted：根深い 

uproot：根こそぎ引き抜く、（慣れた所から）引
き離す 

wise 
unwise：バカな、愚かな 

virtue 
virtuous：道徳的な、高潔な、高潔ぶる 



milk 
milky：牛乳で作った、牛乳の入った、牛乳の
ような、乳白色の 

fill 
filler：充填材、詰め物 

refill：詰め替える、（飲み物の）お代わり、詰め
替え品 

landfill：ごみ埋め立て地、ごみの埋め立て 

catch 
catching：移りやすい、伝染性の 

catchy：覚えやすい 

catcher：捕手、キャッチャー 

win 
winning：勝った、勝利した、魅力のある、愛嬌
のある

winner：勝者 

equivalent 
equivalence：（価値、力などが）等しいこと、
等価、等量、等価の、等量の 

cognitive 
cognition：認識、認知 

cognizant：認識している、知っている 

cognizance：認識、知覚 

coast 
coastline：海岸線地帯 

coasting：沿岸航路の、惰力で進む 

coastal：海岸［沿岸］の 

coastguard：沿岸警備隊 

remove 
removal：排除、除去、撤廃、解任 

remover：除去剤 

expose 
exposed：さらされた 

exposure：（風雨などに）さらされること、暴露、
（マスコミなどへの）登場、露出 

favor
favorite：お気に入りの、大好きな、得意の、
おはこの、寵児 

favoritism：偏愛、えこひいき 

favorable：好意的な、賛成する、有利な、好
都合な、有望な 

unfavorable：好ましくない、不承知を表す、
都合の悪い、不運な、不利な、好適でない 

plate 
plating：（金銀）メッキ、（被せた）金属板 

platter：大皿、大皿に盛り合わせた料理 

transport 
transported：うっとりした、有頂天の、夢中の、
移送された、追放された 

transportable：輸送［運搬］できる 

transportation：輸送、運送、遠島、流刑 

count 
countless：無数の、数え切れないほどの 

recount：物語る、数え直す

western 
eastern：東にある、東向きの 

northern：北にある、北向きの 

southern：南にある、南向きの 

preserve 
preservation：保存、保護、維持 

preserver：保護者、守護者、木材防腐剤 

preservative：防腐剤 

legislation 
legislative：立法の、立法府の 

legislate：法律を制定する 

legislator：立法者、国会議員 

legislature：立法機関、立法府 

experiment 
experimental：実験的な、実験の 

experimentation：実験（作業） 

guard 
unguarded：保護されていない、無防備の、
不注意な、うっかりした 

safeguard：保護する、保護［安全］装置 

bodyguard：警護員、ボディガード 

button 
unbutton：ボタンをはずす 

unbuttoned：形式ばらない、くつろいだ 

treat 
maltreat：残忍に扱う、虐待［酷使］する 

treatment：治療、処置、取り扱い 
［処遇 /処理］ 

treatable：処理できる、治療できる 

untreated：治療を受けていない、保存［防腐］
処理をしていない、（薬品で）処理されてい
ない 

logic 
logical：筋の通った、道理にかなった、論理
的な 

illogical：非論理的な、不合理な 

perception 
perceive：知覚［認知］する 

perceptible：感知［認知］できる、知覚できる 

perceptive：洞察力［直観力］の優れた、知覚の 

imperceptible：知覚できない 

spite 
spiteful：悪意のある、意地悪な 

institution 
institutional：機関の、保護施設の 

institutionalized：慣行化された、施設に収
容された 

institute：機関、協会、（制度などを）制定する、
（調査などを）始める 

honor 
honorable：高潔な、公正な、志操の正しい、
名誉ある、立派な、尊敬するべき 

honored：名誉ある、光栄に思う 

honorary：名誉の、名誉職の 

honorific：尊敬を示す、敬称の

time-honored：昔からの、由緒深い 

dishonor：不名誉、不面目、恥辱、屈辱、侮辱、
（手形の）不渡り、名誉を傷つける、（手形
を）不渡りにする 

dishonorable：不名誉な、恥ずべき、不道徳
な、卑劣な 

intention 
intent：余念がない、没頭して、専心して、意図 

intentional：意識的な、故意の 

unintentional：故意でない、無意識の 

poem 
poet：詩人 

poetic：詩の、詩的な 

poetical：詩で書かれた 

poetry：詩、詩歌、優雅さ、優雅な美しさ 

publication 
publish：出版する、刊行する、公表する、掲載
する 

unpublished：出版されていない 

publishing：出版 

curve 
curved：曲線状の、曲がった 

curvaceous：（女性が）曲線美の 

curvature：曲がっていること、湾曲、曲率 

liberty 
liberal：自由主義の、進歩的な、進歩主義の、
気前のいい、一般教養の、大まかな、自由主
義者、進歩主義者 

liberalize：緩和する

illiberal：反自由主義的な 

liberalism：自由主義 

liberated：（社会の因習、偏見から）解放された 

liberation：解放、釈放、解放運動 

liberate：解放する、自由にする 

libertine：道楽者 

angry 
anger：怒り、憤怒、怒らせる 

stable 
stability：安定、安定性［感］ 

stabilize：安定する、安定させる 

stabilization：安定させること、（通貨、物価な
どの）安定 

unstable：動きやすい、不安定な、（情緒的に）
不安定な 

destabilize：（政権などの）安定を乱す 

instability：不安定 

respond 
respondent：応答人、被控訴人、被上告人 

dynamic
dynamics：力学、動力学、力学関係、エネル
ギー、迫力 

dynamically：動力学的に、精力的に、力学上 

suit 
suited：お似合いの、ふさわしい、適している、
スーツを着ている 



suitable：適当な、適切な、妥当な 

unsuitable：不適当な 

suitability：適当、適合、ふさわしさ 

unsuitableness：不適当、適任でないこと 

unsuitability：不適当、不適任 

territory 
territorial：領土の、（動物の）縄張り維持（行
動）の 

wear 
underwear：肌着 

worn：着古した、擦り切れた、やつれた 

skill 
skilled：熟練した、老練な、特殊技術を持って
いる 

unskilled：特別な技術を要しない、技術訓練
を受けていない 

skillful：熟練した、巧妙な 

pick 
picker：（花、果物などの）摘み手、摘み取り
機械 

translation 
translate：翻訳する、（他の言語に）訳す、（別
の形式に）書き換える、解釈する 

translatable：翻訳できる、変換可能な 

translator：翻訳家、通訳 

regulation 
regulate：規制する、調節する 

regulator：規制機関、取り締まり担当者、調
節装置 

regulatory：規制力を持つ 

comfort 
comforting：慰めになる 

comfortable：気楽な、快適な、気持ちのよ
い、裕福な、十分な 

comforter：慰める人［もの］ 

uncomfortable：心地がよくない、気づまりな、
不快な、不愉快な 

discomfort：不快、軽い痛み、人を不愉快に
する事情、不安にする 

match 
unmatched：無敵の、無比の 

efficient 
efficiency：効率（性）、能率、効率化（方案）

inefficient：非効率的な 

border 
borderline：どっちつかずの、境界線上の、境界 

promote 
promotion：昇進、進級、広報、販売促進、昇
格、主唱 

promotional：宣伝［販促］の 

promoter：企画者、主唱者 

worship 
worshipper：礼拝者、崇拝者 

shut 
shutter：シャッター 

shutdown：閉鎖 

holy 
holiness：神聖、聖下［ローマ法王の尊称］ 

unholy：邪悪な、不浄な、不敬な、神聖でな
い、怖ろしい、ひどい 

atmosphere 
atmospheric：大気の、雰囲気のある 

passion 
passional：情熱的な、激情的な、情欲の 
passionate：情欲的な、激情的な、熱情的な、
熱烈な 

impassioned：熱情的な、懇切な

handle 
handler：調教師、扱う［処理する］人、セコン
ド、トレーナー

manage 
management：経営［管理 /運営］、経営［管
理 /運営］陣、管理（能力） 

manager：経営者［管理者 /運営者］、監督 

manageable：管理［処理］しやすい 

managerial：経営［管理 /運営］の 

glory 
glorification：栄光を賛美すること、称揚、賛
美、美化、美化したもの 

glorious：栄光の、光栄ある、輝かしい、荘厳
な、非常に楽しい 

vainglorious：うぬぼれの強い 

glorified：美化された 

glorify：美化する、賛美する 

yield 
yielding：柔軟な、従順な、言いなりになる、
収穫のよい 

unyielding：頑固な、柔軟性がない 

liquid 
liquidate：（負債を清算するため会社などを）
解散する、（人、物を）片付ける 

climate 
climatic：気候の 

electronic 
electron：電子 

electronics：エレクトロニクス、電子工学 

grass 
grassy：草で覆われた 

tongue 
silver-tongued：弁舌さわやかな、雄弁な、
説得力のある 

tongue-tied：（緊張などで）口のきけない 

medicine 
medicinal：薬効のある 

medical：医学［医療］の、内科の、健康診断 

medication：医薬 

medicate：薬を投与する 

medicated：薬剤が入った 

murder 
murderer：殺人犯、人殺し 

murderous：殺意のある、殺人的な 

cool 
coolness：涼しさ、落着き、冷淡 

cooler：冷蔵庫、アイスボックス 

coolant：冷却水 

flesh

fleshy：肉付きのよい、太った、（果物が）多肉
質の 

violent 
violence：暴行、暴力、激烈、猛烈 

nonviolent：非暴力（主義 /政策）の 

sugar 
sugary：砂糖を含んだ、砂糖の、甘すぎる、感
傷的な 

sugarless：砂糖の入っていない、無糖の、人
工甘味料使用の 

steel 
steely：鋼鉄のような、鋼鉄色の 

minor
minority：少数、少数集団、未成年 

grave 
graveyard：墓場、（古物の）廃棄場 

victory 
victorious：勝った、勝利を得た 

route 
routing：旅程、（仕事などの）手順決定、伝達、
発送、発送手順 

salt 
salting：塩蔵 

salty：塩を含んだ、塩辛い、しょっぱい、機知
のある 

salted：塩漬けにした、塩で味をつけた、熟練
した、腕の達者な 

saline：塩気のある、塩分を含んだ、塩分 

discipline 
disciplinarian：規律の厳格な人、厳しい教師 

disciplinary：懲戒の 

disciplined：訓練された、規律正しい 

undisciplined：規律のない、行儀が悪い 

harm 
harmless：害のない、無害の、悪意のない 

unharmed：傷を受けていない 

harmful：有害な 

depend 
dependent：依存している、中毒の、左右される 

dependence：依存、頼ること、依存状態、中
毒、相関関係 

dependency：依存、従属、属国［属領 /保護領］ 

dependent：人に頼って生活する人［家族］、
パラサイト 

codependent：共依存の、共依存の人 

independent：独立の、独自の、別個の、自立
的な、無所属の 

independence：独立、自立 

dependable：信頼できる 



nose 
nosebleed：鼻血 

nosy：おせっかいな、詮索好きな 

beat 
unbeaten：負けたことのない、負け知らずの、
無敗の 

unbeatable：打ち負かせない、無敵の、他の
追随を許さない 

upbeat：肯定的な、楽観的な 

offbeat：型破りの 

browbeat：脅す、威嚇する 

universe 
universal：一般的な、全世界の、普遍的な 

universality：一般性、普遍性、多方面性、博識 

tired 
tire：疲労する、疲れる、疲労させる 

tiring：疲れさせる、疲れた 

dog-tired：へとへとに疲れた、疲れ切った 

tiresome：うるさい、うんざりする 

tireless：疲れを知らない 

overtired：疲れ果てた 

smoke 
smokestack：（工場などの）煙突 

smoker：喫煙者 

smokeless：煙を出さない、無煙の 

smoking：喫煙 

smoky：煙が立ち込めている、（大量の）煙を
出す、（味が）スモーキーな、煙色の 

sand 
sandy：砂に覆われた、砂を含んだ、砂色の、
薄茶色の 

sandbag：砂袋、砂袋を積む 

sandpaper：サンドペーパー、サンドペーパー
で磨く 

sandbank：砂州、砂丘 

quicksand：流砂、危険な事態 

sandbar：砂州 

hole 
loophole：（法律などの）抜け穴 

pothole：（路上などにできた）窪み 

porthole：（船などの）舷窓 

star 
starry：星の多い、星のように輝く 

starred：星を散らした、星月夜の、～主演の、
星印のついた 

estimate 
estimation：判断［評価］、評価値 

estimated：見積りの、概算の 

underestimate：実際より少なく見積もる、過
小評価する、過小見積り、過小評価 

overestimate：過大評価する、過大評価 

grand 
grandeur：荘厳、威厳 

involve 
involved：関わっている、関連する、巻き込ま
れた、熱心な、没頭する 

involvement：巻き添え、関与、関わり合い、
連座、没頭、熱中 

uninvolved：複雑でない、単純な 

accurate 
accuracy：正確、精度 

inaccuracy：不正確、不精密、誤り、間違い 

inaccurate：不正確な、ずさんな

fate 
fateful：運命を決する、致命的な

fated：（～すべき）運命の、運命の定まった 

fatal：死を招く、致命的な、取り返しのつかない 

fatalism：運命論、宿命論、諦めの心 

fatality：死亡者、致死率、運命を不可避だと
する考え、宿命論 

fatalist：運命［宿命］論者 

pull 
pulley：滑車 

web 
cobweb：クモの巣 

executive 
execute：処刑［死刑を執行］する、実行［遂
行］する、（法律などを）施行［履行］する、や
りとげる 

execution：処刑、死刑（執行）、実行、遂行、
執行［履行］ 

executor：遺言指定執行人 

executioner：死刑執行人 

frequent 
frequency：頻度、頻発、しばしば起こること、
振動数［周波数 /頻度］

infrequent：めったに起こらない、珍しい 

suffer 
insufferable：我慢のならない 

phrase 
phrasing：語法、言葉遣い 

rephrase：（わかりやすく）言い直す 

paraphrase：（わかりやすく）言い［書き］変える 

score 
scorecard：スコアカード 

scoring：試合記録、得点、（管弦楽の）総譜
（作成） 

adequate 
inadequate：不十分な、不適当な、適性を欠
いた 

inadequacy：不十分、不適当、不足、無能、
弱点、不足 

depression 
depress：落胆させる、不振にする、下落させる 

depressed：意気消沈した、憂鬱な、不振の、
沈滞した 

depressing：落胆させる、憂鬱な 

depressive：鬱病の、鬱病患者 

antidepressant：抗鬱剤 

strike 
striker：ストライキ中の労働者、（サッカーの）
ストライカー 

striking： 目立つ、顕著な、著しい、とても魅力
的な、ずば抜けた

topic 
topical：時事問題に関する、（身体の）局所の 

gate 
gateway：出入口、関門、～に至る道［手段］ 

contribute 
contribution：寄付（金）、個人分担金、寄与、
貢献、寄稿文、意見提示 

contributor：寄稿者、討論者［出席者］、寄付
［寄与］者、誘因となる人 

cry 
outcry：激しい抗議 

royal 
royalty：王族、印税、著作権使用料 

admit 
admittedly：一般に認められているように 

admittance：入場 

admission：入場、加入、入学、入会、承認、
入場料 

admissible：容認されるべき 

inadmissible：容認し難い 

meat 
meaty：肉の多い、肉の（ような）、内容の充実
した 

engage 
engaging：愛嬌のある、魅力的な 

engagement：婚約、婚約（期間）、約束、交
戦、参与 

disengage：解き放す、解放する、はずす、（戦
闘を）やめる 

disengaged：約束がない、暇な、（場所が）空
いている 

grade 
grading：等級付け、傾斜変更、地ならし 

graded：段階的な 

upgrade：（性能を）良くする、昇給させる、格
上げする 

downgrade：格下げする、（重要性などを）落
とす 

diagnosis 
diagnose：診断する、究明する 

diagnostic：診断の 

consent 
consenting：同意［承諾］する 

consensus：（意見などの）一致、合意、コン
センサス 

consensual：同意の、同意上の 

theme 
thematic：主題の、テーマの 

phenomenon 
phenomenal：驚異的な、驚嘆すべき



shore 
ashore：岸へ［に］ 
offshore：沖の、沿岸の、沖に向かう 

foreshore：前浜、汀 

organic 
inorganic：無機物の 

organism：有機体、有機的組織体 

expense 
expend：費やす 

expensive：高価な、高くつく 

inexpensive：値頃な 

expenditure：支出、費用、経費、消費 

expendable：消耗用の 

motor 
motorized：モーター付きの、動力設備を備
えた 

courage 
courageous：勇敢な 

discourage：思いとどまらせる、落胆させる、
挫折させる 

discouraging：がっかりさせる、気落ちさせる 

encourage：励ます、勇気づける、奨励する、
促進する、助長する

encouragement：激励［鼓舞］（となるもの） 

discover 
rediscover：再発見する 

discovery：発見、発見されること［人］ 

undiscovered：発見されていない 

ride 
rider：乗り手、追加条項、付則 

revolution 
revolutionary：革命の、革命的な、大変革の 

revolutionize：大変革を起こす

revolt： 反乱、一揆、反抗、反乱を起こす、反
感を抱かせる

revolting：不快を感じさせる、ぞっとする 

decline 
declining：傾く、衰退する 

declination：傾き、傾斜、（官職などの）正式
辞退、衰退、下落

fault 
faultless：欠点のない 

faulty：欠陥のある、不完全な、（道徳上）非
難すべき 

mistake 
unmistakable：疑う余地のない、まぎれもない 

mistaken：考え違いをしている、（意見、判断
が）間違った 

reputation 
repute：評判、名声 

reputed：～という評判の 

reputable：評判のよい 

disrepute：汚名、悪評 

disreputable：評判の悪い 

ethical 
ethic：倫理 

ethics：倫理学、道徳規範、倫理 

unethical：非倫理的な 

exact 
exacting：骨の折れる、厳しい 

exactitude：精密性 

throw 
thrower：投げる人［選手］ 

overthrow：（指導者、政府を）打倒する［転
覆させる］

throwback：先祖返り 

observe
observation：観察、観測、所見、言説 

observer：見る人、目撃者、オブザーバー、観
察者 

observance：遵守、（宗教、伝統）儀式 

observant：観察力の鋭い、（法律などを）遵
守する 

observable：観察できる 

observatory：観測所、天文台、気象台 

attend
attendance：出席、参列、出席者（数）、出席率 

unattended：供のついていない、世話をされ
ていない 

attendant：（サービス）係員［案内員］、随行
員、看護人 

conception 
preconception：予想 

misconception：誤解 

conceive：心に描く、妊娠する 

conceivable：想像できる 

conceivably：想像できる限りでは、おそらく 

inconceivable：想像もつかない 

preconceived：予め形成された 

misconceive：誤解する 

stuff 
stuffy：息苦しい、堅苦しい、保守的な、古臭い 

honest 
honesty：正直、率直 

dishonest：不正直な 

dishonesty：不正直 

worry 
worrisome：くよくよする、苦労性の 

devote 
devotedness：献身、熱心 

devotedly：献身的に 

devotion：献身、没頭、専念、祈祷、礼拝 

instant 
instantaneous：即時の 

finger 
forefinger：人差し指 

fingerprint：指紋 

fingerprinting：指紋採取

fingernail：指の爪

victim 
victimize：不当に苦しめる、犠牲にする 

victimless：被害者のいない 

intensity 
intense：極度の、強烈な、熾烈な、激しやす
い、懸命な 

intensive：集中的な、徹底的な、集約的な 

intensify：強くなる、激化する、強化する 

intensification：強化、激化、増大 

blind 
blindness：盲目、無知 

blindfold：目隠し、目隠しをする 

incident 
incidental：付随的な、ありがちな、付随的な
事件［事柄］ 

conference 
confer：相談する、授与する 

prepare 
preparedness：準備［覚悟］（した状態） 

unprepared：準備［用意］がされていない 、
予想外の、覚悟ができていない

preparatory：準備となる 

preparation：準備、用意

moon 
moony：月の（ような）、夢見心地の、ぼんやり
した 

moonlit：月明かりの 

moonlight：月光、夜間に副業をする 

pocket 
pocketful：ポケットいっぱい（分） 

pickpocket：すり 

vary 
various：各種の、多種多様の、多様な、互い
に異なった 

variety：各種、多様、多様性、種類［品種］ 

varying：変わる、変化する、様 の々 

variable：変わりやすい、可変的な、可変の、
変数 

variability：可動性、変動性 

variation：変化、差異、変形、変奏曲 

variant：変種、異形 

variance：変化［変動］（量） 

unvaried：変化のない、単調な 

unvarying：不変の 

invariable：変えられない、不変の 

billion 
billionaire：億万長者、大富豪 

demonstrate 
demonstration：デモ、（示範）説明、立証、実
証、（感情などの）表明 

demonstrator：デモ参加者、実物宣伝をす
る人



row 
rowing：漕艇、ボートレース 

architecture 
architect：建築家、企画者、設計者 

architectural：建築学の 

genetic 
gene：遺伝子 

geneticist：遺伝学者 

biogenetics：遺伝子工学 

sacrifice 
sacrificial：生け贄の 

leg 
foreleg：前脚 

legless：脚のない 

one-legged：一本足の、片足の 

rank 
ranking：順位、ランキング、順位表 

outrank：～より地位［身分］が上である 

belong 
belonging：所有物、財産、所持品、付属品、
属性、家族、親戚、親密な関係 

alcohol 
alcoholic：酒の、アルコールが入った、大酒
を飲む、アルコール中毒者 

alcoholism：アルコール中毒［依存症］ 

shadow 
shadowy：影を生じる、暗い、ぼんやりした、
はっきりわからない 

shady：陰になっている、いかがわしい 

overshadow：（喜びなどを）影らせる、影を
投げかける

foreshadow：予示する、前兆を示す 

dust 
dusty：埃だらけの、（色が）くすんだ 

dusting：埃を払うこと、薬剤の空中散布 

vital 
vitality：活力 

vitalize：生命を与える、活気づける、鼓舞する、
（文学などで）生き生きと描写する 

revitalize：生気を回復させる、復興させる 

hill 
hillside：丘の斜面、小山の中腹 

uphill：上り坂の 

downhill：坂を下って、下り坂の 

calm 
calmness：静けさ、平穏、冷静、沈着 

shock
shocking：衝撃的な、えげつない、お粗末な、
ひどい 

pale 
paleness：蒼白、青ざめること 

pallor：（顔色の）蒼白［青白さ］ 

pallid：（顔色が）青白い、色艶のない 

rational 
rationalize：合理化する 

rationale：根本的理由、理論的根拠 

irrational：非理性［論理］的な 

rationalization：合理化、理論的説明、合理
的思考、合理的状態 

roof 
rooftop：屋上 

roofed：屋根のある 

prominent 
prominence：重要性、名声、有名、顕著 

anxious 
overanxious：心配しすぎる 

anxiety：不安、心配、心配事、熱望 

slight 
slighting：軽視する、軽蔑する、鼻であしらう、
侮辱する 

storm 
stormy：暴風雨を伴う、荒天の、激烈な、論
争的な 

storming：猛烈な、すごい 

rainstorm：暴風雨、豪雨 

thunderstorm：雷雨 

windstorm：暴風 

uniform 
uniformity：画一性、均一性、等質、一様 

uniformed：制服を着た 

fuel 
refuel：燃料を補給する

digital 
digit：（数字の）桁、数字、（手足の）指 

digitally：数字で、デジタル方式で 

digitize：（データを）デジタル化する 

wet 
wetland：湿地（帯）

wetness：湿っぽさ、濡れていること、湿気、降雨 

ultimate 
ultimatum：最後通牒 

senior 
seniority：目上、年長、上級者、年功序列 

vehicle 
vehicular：乗り物のための、乗り物に関する 

surgery 
surgical：外科の、手術の 

surgeon：外科医 

curious 
curiosity：好奇心、珍奇なもの 

custom 
customary：慣例の、習慣的な 

smooth 
smoothness：滑らかさ、平坦、平穏、円滑、
流暢、口が達者なこと、社交性 

grant 
grantor：譲渡人、授与者、交付者 

grantee：譲受人、被授与者、被交付者 

enormous 
enormity：（大きさ、程度などの）甚だしさ、極
悪な犯罪行為 

corporation 
corporate：企業［会社］の、法人の、共同の 

rough 
roughen：手触りが荒くなる、手触りを荒くする 

string 
stringy：（髪が）よれよれになった、繊維質の
多い、（やせて）筋張った、 

bond 
bonding：きずな、原子結合 

bonded：公債によって保障された、担保
付の、保税倉庫に留置された、保税品の 
bondsman：保証人

enterprise 
enterprising：企画力のある 

oxygen 
oxide：酸化物 

oxidize：酸化させる、錆つかせる　

oxidation：酸化作用 

hypothesis 
hypothetic：仮説の、仮想の、仮定の 

hypothetical：仮想的な、仮説の 

accident 
accidental：偶然の、偶発的な 

reveal 
revealing：啓発的な、（服が）露出度の高い 

revelation：暴露（された事実）、（秘密などの）
すっぱ抜き、発覚、（神の）啓示 

formula 
formulate：明確な言葉で述べる、（方法、体
系などを）編み出す 

formulation：公式化、公式表示、系統的叙
述、明確な語句［表現］ 

blow 
overblown：誇張された、満開を過ぎた 

blowout：パンク、大宴会、パーティ、楽勝、（油
田、ガス田からの）噴出 

pray 
prayer：祈り、祈祷文、懇願 

habit 
habitual：生得の、いつもの、習慣的な、常習
的な 

feed 
feeder：（～を）食べる動物、（機械の）供給装
置、飼い葉桶、進入する、供給する 

loud 
loudness：大声、やかましさ、音量、けばけば
しさ 

aloud：声に出して、大声で、声を立てて 

burden 
burdensome：厄介な、耐えがたい 

unburden：（胸中を）打ち明ける、（人から心
の重荷を）取り除く 

tension 
tense：緊張した、張り詰めた、緊迫した、こわ
ばった、緊張させる 



hypertension：高血圧 

coat 
overcoat：オーバー（コート） 

coating：上塗り 

operate 
operation：手術、作戦、企業、事業（体）、経
営、運用 

operator：（機械の）操作員、電話交換手、演
算子 

operational：稼働［運営 /運用］上の、使用
［稼働］準備が整った、（軍事）作戦の 

operating：手術（用）の、経営［運営］上の、
操作上の、運転上の 

operative：稼働［利用］準備ができた、手術
の、職工、スパイ 

guilty 
guilt：罪責感、有罪、（罪、過失の）責任 

mixture 
mixer：ミキサー、混合機、アルコール飲料を
割るもの、（音響などの）ミキサー 

mix：混ぜる、混合する、混ぜ合わせる、混合
物、混合 

admixture：混合物、混ぜ物 

intermixture：混合物、混合 

nerve
unnerve：気力を奪う 

nerve-racking：いらいらさせる 

nervous：神経質な、神経過敏の、心配性の、
神経の 

emotion 
emotional：情緒の、感情の、感情に訴える、
感情的な 

emotionalism：情にもろいこと、情緒本位、
感激性、感情表出 

unemotional：感情を表に出さない、冷静な 

psychology
psychological：精神の、心理的な 

psychologist：心理学者 

psychotherapy：精神療法、心理治療 

lake 
lakeside：湖畔

afford 
affordable：手の届く、入手可能な、（価格が）
手頃な 

peculiar 
peculiarity：特異性、風変わり、奇癖 

welcome 
unwelcome：歓迎されない 

welcoming：歓迎する、快適な、心地よい 

throat 
cutthroat：殺人者、人非人、人殺しの、残忍
な、凶悪な 

capture 
recapture：奪い返す、（逃げた動物などを）
捕まえる、思い出す 

loose 
loosely：緩く、だぶだぶに、大まかに、漠然と、
おおよそ

loosen ：緩める、ほどく、緩和する

eternal 
eternity：永遠、永劫、（果てしなく思われる）
長い時間 

electric 
electricity：電気、電力、（他に感染する強い）
興奮状態、熱情 

electrical：電気の、電気による 

electrify：電化する、熱狂［興奮］させる 

tube 
tubing：配管 

tubular：管を使った、管状の 

radical 
radix：《文法》語幹、《数学》根、（神経などの）
最小枝、根、根源 

compensation 
compensate：補償する、補償金を払う 

overcompensate：過剰補償する 

testimony 
testimonial：推薦状、（人物、資格などの）証
明書、記念品 

testament：（事実、価値などの）証明 

testify：証言する、証明する、（信仰などを）表
明する 

axis 
axial：軸の、軸状の 

axle：車軸 

profile 
profiling：（ある個人の人物像を組み立てる
ための）資料［情報］収集 

fortune 
fortunate：運のよい、幸せな 

fortuneteller：占い師 

misfortune：不運、不幸 

fortuitous：偶然の、幸運な 

unfortunate：運の悪い、不運な、不幸な、残
念な、遺憾な、不適当な、不幸な人 

stick 
sticker：ステッカー 

sticky：ねばねばする、粘着性の、困難な、糊
付き付箋 

stickiness：ねばねばすること 

stuck：（蓋などが）固く閉まっている、動きが
取れない、行き詰った、お手上げ状態で 

steady 
unsteady：不安定な、ぐらぐらする、ふらふら
する 

temporary 
temporize：ぐずぐずと結論を延ばす 

temporal：現世の、俗世の、時間の、《文法》
時制の、側頭部の 

mood 
moody：気まぐれの、気難しい 

compare 
comparative：比較による、比較の、相対的
な、比較的、《文法》比較級の、比較級 

incomparable：比類のない 

comparable：同等の、比較できる 

comparison：比較、対比、比喩 

diverse
diversity：多様性、包括性 

diversify：多角化する、多様化する 

diversification：多様化、多様性、多角化 

extend 
extensive：広大な、広範な、包括的な 

extension：拡大、拡張、増築、延長、内線 

extensible：伸ばすことのできる、拡張できる 

wound 
wounding：（人の感情を）傷つける 

assist
assistant：助手、補助員 

assistance：助力、援助、支援 

plot 
plotter：陰謀者 

expert 
expertise：専門的知識［技術］

inspire 
inspired：（資質、能力が）卓越した、霊感を
受けた、（考えなどが）直感的だが的確な 

inspirational：霊感を与える 

inspiration：霊感、インスピレーション、霊感
を与える人［もの］、妙想 

uninspired：平凡な、霊感がない 

destroy 
destructive：破壊的な、 

destruction：破壊、破滅、抹殺 

destruct：破壊用の、自爆、自爆させる 

destroyer：駆逐艦、破壊者 

indestructible：破壊できない 

plenty 
plentiful：豊富な 

seed 
seedy：みすぼらしい、見苦しい 

explore 
exploration：探査、踏査、探検、探求 

explorer：探査者、探検家 

exploratory：探査の、探求の 

unexplored：探検されていない、未調査の 

complicated 
complicate：複雑にする 

complicating：複雑な 

uncomplicated：複雑でない、単純な 

complication：複雑化した事柄［問題］、合
併症 

prefer 
preferred：先取権のある、優先の、抜擢され
た、昇進した 

preference：好み、愛好、好むもの 



preferable：よりよい、好ましい 

preferential：優先権を与える 

ocean 
oceanographic：海洋学の 

proceed 
procedure：手順、手続き 

proceeding：訴訟手続き、行事、一連の出来
事、議事録 

procedural：手続き（上）の 

dose 
overdose：（薬の）過多服用、過剰投与、過
多服用［過剰投与］する 

hate 
hateful：憎らしい 

outer 
outermost：一番外の 

mirror 
mirrored：鏡のある、鏡のような 

council 
councilor：議員、評議員、参事官 

candidate 
candidacy：立候補、出馬 

sphere 
spherical：球状の、球体の 

hemisphere：半球、半球体 

park 
parking：駐車、駐車場所 

hide 
hideout：隠れ家、アジト 

wire 
wiry：やせ型で強い、針金のような 

wireless：無線（システム）、ラジオ 

transaction 
transact：取引する 

discrimination 
discriminate：識別する、差別する 

discriminating：目の利く 

indiscriminate：無分別な［無差別的な］、見
境のない、滅茶苦茶の 

indiscrimination：無差別、無分別、軽率 

symbol 
symbolic：象徴的な、象徴する 

symbolism：象徴主義 

symbolize：象徴する 

symbolical：象徴的な 

brand 
branded：有名ブランドの 

gentle 
gentleness：優しさ、大人しさ、上品さ、寛大さ 

gentleman：紳士 

cat 
catlike：猫のような、すばしこい、忍びやかな 

catty：意地悪な 

constitute 
constitution：憲法、体質、構造、設立、設置 

constitutional：憲法の、立憲の、合憲の、憲
法に忠実な 

constitutionally：立憲的に、憲法上、生来、
体質的に、構造的に 

unconstitutional：憲法違反の 

constituent：選挙区民、有権者、構成成分
［要素］、～を構成する 

constituency：選挙区、選挙区民、有権者、
支持層、顧客層 

dimension 
dimensional：寸法の、～次元の 

god 
godly：敬虔な 

godlike：神のような 

godless：不信心な 

godliness：信心深いこと、篤実（とくじつ） 

goddess：女神、憧れの女性 

demigod：半神半人、偉大な英雄 

noble 
nobility：貴族、高貴なこと、高潔 

nobleman：貴族 

shoe 
overshoe：オーバーシューズ （防寒、防水の
ために靴の上にはくもの）

shoestring：靴ひも、細長い、少しの元手の、
危なっかしい

trace 
traceable：跡を尋ねうる 

untraceable：追跡できない、尋ね出せない 

retrace：（来た道を）引き返す、さかのぼって
調べる 

tracing：透写 

grain 
grainy：（粒子が）粗い、鮮明でない、（表面が）
ざらざらした、粒状の 

push 
pushy：押しの強い 

pushover：たやすい仕事、朝飯前の仕事、与
しやすい人 

advertise 
advertising：広告（すること）、広告業 

advertisement：広告 

fiction 
fictional：虚構の、作りごとの 

fictitious：虚構の、架空の 

abstract 
abstraction：観念、抽象的概念、放心、上の
空、抽出 

excite 
excitement：興奮、浮かれること、興奮［浮か
れ］させること 

exciting：うきうきさせる、おもしろい、興奮さ
せる 

overexcited：過度に興奮した 

excitation：刺激 

sympathy 
sympathetic：同情的な、親身の、好意的な、
共感する 

sympathize：同情する、気の毒に思う、共鳴
する 

unsympathetic：冷淡な、思いやりのない、
共鳴しない、性が合わない 

profession 
professionalism：専門性、優れた技量、プロ
選手の起用 

professional：職業の、専門的な、本職の、く
ろうとの、プロの 

unprofessional：職業に不似合いの

distinguish 
distinguishing：独特の、他と区別する、特色
ある 

indistinguishable：区別がつかない、見分け
のつかない 

verse 
versify：詩を作る、韻文で書く 

versed：精通している、造詣が深い 

comment 
commentary：実況放送、解説、批評、論評 

commentator：解説者、実況放送者 

array 
disarray：混乱 

valid 
invalidate：無価値にする、（法律的に）無効
にする 

invalid：（法的に）無効な、根拠の薄弱な 

validate：確認する、法的に有効にする 

validation：確認、批准 

finish 
unfinished：完了していない 

deliver 
delivery：配達、出産、分娩、話しぶり 

undelivered：配達されていない、釈放されて
いない、まだ出産していない 

lunch 
luncheon：午餐 

occupation 
occupational：職業の、職業に関する 

obligation 
obligate：義務を負わせる、恩義を着せる、不
可避の 

obligated：義務のある 

oblige：余儀なく～させる、恩義を施す 

obliging：よく人の世話をする、親切な 

obligatory：義務的な、義務としてなすべき 

hero 
heroine：英雄的な女性、女傑、（小説、映画
などの）女性主人公 

heroic：英雄的な、勇ましい、英雄の、（像など
が）実物より大きい

heroism：英雄的行為　



tight 
tighten：ぴんと張る、固く締める、厳しくする 

tightness：堅固、緊張、金融逼迫 

uptight：緊張した、いらいらした、神経質な 

loan 
loaner：貸付者、貸与者、（修理期間中の）代
替品、借用語 

Atlantic 
transatlantic：大西洋を横断する、大西洋沿
岸国家の、大西洋の向こう側の 

orientation 
disorientation：方向感覚喪失、失見当 

disoriented：混乱に落ちた、方向感覚を失く
した 

orient：（関心などを）向けさせる、方向づける、
自分の位置を知る 

bare 
barely：かろうじて、やっと 

summary 
summarize：要約する 

commission 
commissioned：任命された、権限を与えら
れた 

commissioner：委員、長官 

arrive 
arrival：到着、到着者［品］、到来、導入 

mystery 
mysterious：不可解な、怪しげな、不可思議
な、謎めいた、神秘的な

burst 
outburst：（感情の）爆発、ほとばしり 

terror 
terrorism：テロリズム、テロ行為 

terrorist：テロリスト、テロ犯 

terrorize：恐怖を起こさせる 

bottle 
bottleneck：狭い道路の入口、交通渋滞地
点、隘路 

bottled：瓶詰の、瓶入りの 

bottling：（飲料などを）瓶詰にすること、瓶入
りの飲料

peak 
peaked：（帽子に）つばがある 

peaky：やつれた、病気の、弱 し々い 

vice 
vicious：冷酷な、凶暴な、悪意のある、荒々
しい、（動物などが）御しがたい、ひどく不快
な、すごい 

tender 
tenderness：柔軟、繊細、敏感、親切 

innocent 
innocence：潔白、無罪、純真 

mobile 
mobility：（社会的）流動性、移動性、機動性 

immobility：不動性、固定、静止 

immobile：動かない、動かせない 

automobile：自動車 

conviction 
convict：有罪を宣告する、有罪判決を下す、
既決囚、囚人 

desert 
deserted：捨てられた 

desertification：砂漠化 

desertion：見捨てること、遺棄、脱営、脱走、
荒廃（状態）

deserter：脱走兵 

diet 
dietary：食物の、規定食の、食餌療法の、規
定食、規定量 

conscience 
conscientious：良心的な、実直な 

unconscionable：非良心的な、不道徳な、
過度の、とてつもない 

deny 
denial：否認［否定］、（要求などの）拒否 

deniability：否認権 

undeniable：否定できない、明白な 

survive 
survivor：生存者、生き残った人 

survival：生存、遺物 

conservative 
conserve：大切に使う、保護［保存］する、（果
物の）砂糖漬け 

conservation：（自然環境）保護、（文化財な
どの）保存、管理 

profound 
profundity：深み、深さ、深奥さ 

delight 
delightful：とても気持ちのよい 

reward 
rewarding：やりがいのある、報酬を与える 

smell 
smelly：（嫌な）臭いのする、悪臭を放つ 

wedding 
unwed：未婚の、独身の 

introduce 
introductory：序文［前置き］の、入門の、紹介
（用）の 

introduction：導入、伝来、紹介、（本などの）
導入部、入門書 

companion 
companionship：（親密な）交わり、友好、親交 

trend 
trendy：最新流行の、流行の先端を行く人 

vain 
vanity：慢心、虚栄心、空しさ、無意味、うぬぼれ 

secretary 
secretarial：秘書の、秘書の仕事の 

secretariat：事務局 

rear 
rearward：後方の、後方にある 

rearing：養育、飼育 

roll 
rolling：ゆるやかに起伏する、徐 に々進行する 

roller：ローラー、ころ、大波 

unroll：（巻いたものを）広げる［開く］、展開する 

rolling-pin：麺棒 

judicial 
judiciary：裁判官、司法部 

solve 
unsolved：解決されていない 

wage 
waged：賃金が支給される、賃金労働者 

assess 
assessment：評価 

reassess：再評価する 

schedule 
unscheduled：予定にない、予定外の 

reschedule：計画を立て直す、返済期限を延
ばす 

innovation 
innovative：革新的な 

innovate：革新［刷新］する、新生面を開く 

wheel 
wheeled：車輪のついた、車で動く 

blame 
blameless：潔白な、罪のない 

blameworthy：非難されるべき、責められる
べき 

adopt 
adoption：養子縁組、採用 

adoptive：養子縁組の 

reverse 
reversible：裏返して着られる、リバーシブル
の、可逆性の 

reversion：（元の状態への）復帰、（財産など
の）返還［復帰］ 

reversionary：逆戻りの、復帰の 

reversal：逆転、転倒、反転、挫折、転換 

irreversible：元に戻せない 

moderate 
moderation：適度、穏健、節制 

moderator：調停者、（討論の）司会者 

immoderate：過度の、法外な 

statistics 
statistical：統計の、統計学上の 

fancy 
fancied：想像の、空想の、架空の、気に入っ
た、期待されている 

fanciful：想像の、空想的な 

sing 
singer：歌手 

unsung：称えられない、世に知られていない 

brilliant 
brilliance：光輝、光明、光沢、卓越、傑出、才
気煥発 



repeat 
repeatedly：繰り返して、再三再四、幾度も 

repetition：反復、繰り返し

repetitious：繰り返しの多い 

repetitive：反復的な、繰り返しの 

beach 
beachfront：海辺、海岸地帯、海辺の、海に
ごく近い 

flower 
flowery：花で覆われた、花模様の、（花のよう
に）香りのよい、華麗な、美辞麗句を用いた 

floral：花を用いた、花模様の、花で飾った 

florist：花屋 

yard 
backyard：裏庭 

courtyard：中庭 

magic 
magical：魔法のような効果のある、魔術の、
不思議な 

magician：手品師、魔法使い 

precise 
precision：正確、精密、細心 

appointment 
appoint：任命［指名］する、（日時、場所など
を）定める 

appointee：指名［任命］された人、被指定人 

mercy 
merciful：慈悲深い、幸いな 

unmerciful：無慈悲な、残忍な、法外な 

merciless：無慈悲な、無情な 

utility 
utilize：利用する 

utilitarian：実用的な、功利主義の

utilization：利用（状況） 

shame 
shameful：恥ずべき、みっともない、不面目な 

shameless：恥知らずな 

citizen 
citizenship：市民権、市民たる身分 

journal 
journalistic：ジャーナリストの 

journalist：新聞、雑誌記者 

journalism：ジャーナリズム 

classic 
classical：古典主義の、古典的な、クラシック
の、典雅な、古代ギリシャ・ローマの 

classy：高級な、洗練された 

jury 
jurisdiction：管轄権、司法権 

jurisdictional：司法権の、裁判管轄上の 

jurisprudence：法学 

jurist：法学者、法律問題専門家 

juror：陪審員 

beam 
beamed：梁のある 

beaming：光り輝く、晴 し々た 

correlation
correlative：相関関係のあるもの 

cloth 
clothing：服、衣服

clothe：服を着せる、服をあてがう 

unclothed：服を着ていない、裸の 

odd 
oddity：変人、奇異、偏屈 

oddness：奇妙、風変わり 

mad 
madness：精神錯乱、狂気、愚行 

madden：狂わせる 

corn 
corned：塩漬けの、塩で味をつけた、小さい
粒にした 

miss 
missing：行方不明の、欠けている 

amiss：間違った

misshapen：不具の、奇形の 

steam 
steamy：蒸気の立ちこめた、うだるような、エ
ロチックな、扇情的な 

steamer：蒸気船、汽船、蒸し器 

ritual 
ritualistic：儀式を偏重する、儀式主義の、儀
礼的な 

dispute 
disputation：論争 

disputant：論争者、討論者 

indisputable：議論の余地がない 

undisputed：異議のない、万人が認める 

affection 
affectionate：愛情の深い、愛情のこもった 

affect：影響を及ぼす、（病気などが）襲う、感
動させる、装う［～のふりをする］ 

unaffected：影響されない、ありのままの、素
直な 

disaffected：不満を抱いている 

affective：情緒的な 

affecting：哀れな、痛ましい 

defeat 
undefeated：敗れたことのない、不敗の 

legitimate 
illegitimate：（子どもが）嫡出でない、違法の 

legitimacy：合法性、適法、正当性、 嫡出

satisfy 
satisfaction：満足（感）、本望、充足、賠償 

satisfying：満足な、満足のゆく 

dissatisfaction：不満 

dissatisfy：不機嫌にする、不満を抱かせる 

unsatisfactory： 不満足な

satisfactory：満足な、十分な 

self-satisfied：自己満足の、独りよがりの 

unsatisfying：物足りない 

unsatisfied：（要求などが）満たされていない 

crown 
crowning：この上ない、最高の 

trail 
trailer：トレーラー 

trailing：引きずっている、たなびく 

bitter 
bitterness：苦さ、苦味、ひどいこと、悲痛 

embitter：（人に）辛い思いをさせる 

pursue 
pursuit：追求、（望むものを）追いかけること、
追跡、追撃 

priority 
prioritize：優先順位をつける、優先する 

curriculum
curricular：教育課程の 

extracurricular：課外の、正課以外の 

theology 
theological：神学の、神学的な、聖書に基づく 

wing 
winged：翼のある、翼のついた

wingless：翼のない 

appreciate 
appreciation：鑑賞、感謝、（価格の）上昇 

appreciable：評価できる 

unappreciated：真価を認められていない 

inappreciable： 感知できないほどの、微 た々
る、取るに足りない

underappreciated：正しく評価されていない 

appreciative：鑑識眼のある、目の高い 

migration 
migrate：（周期的に）移動する、移住する 

migratory：移住［移動］する 

migrant：移住者、渡り鳥

transmigrate：移転する、転生する 

transmigration：転生 

evaluate 
evaluation：評価、評価額 

devaluation：平価切り下げ、価値の低下 

reevaluate：再評価する、再考する 

palace 
palatial：宮殿のような、豪華な 

rent 
rented：借りている、賃貸の 

renter：賃借人、借家人、賃貸業者 

rental：使用料、賃貸料、賃貸、賃借、レンタル 

paint 
painting：絵、ペンキ塗り 

painter：塗装工、ペンキ塗り職人、画家 

agriculture 
agricultural：農業の、農耕の、農学の



privilege 
privileged：特権のある、（～することを）名誉
と思う、免責特権の 

underprivileged：（社会、経済的に）十分な
権利を与えられていない、恵まれない人たち 

cloud 
cloudy：曇った、雲の多い、（液体が）濁った 

cloudless：晴れ渡った、雲ひとつない 

refuse 
refusal：拒絶、拒否 

wake 
awaken：起こす［起きる］、（興味などを）引き
起こす 

awake：眠っていない、目が覚めている、起きる
［起こす］ 

waken：目を覚ます、目を覚まさせる、（記憶な
どを）覚醒させる 

drama 
dramatic：劇的な、感激的な、印象的な、芝
居がかった 

dramatist：劇作家、脚本家 

melodramatic：メロドラマのような、感傷的
で大袈裟な 

dramatization：脚色、劇化、脚色［劇化］作品 

acknowledge 
acknowledgement：承認、是認、白状、感謝、
謝礼、受け取り通知、受領証明 

province 
provincial：（行政単位である）州の、地方の、
偏狭な、偏屈な、地方出身者 

provincialism：偏狭、地方気質 

illustrate 
illustration：挿絵、図解、実例 

illustrious：著名な、傑出した 

illustrator：イラストレーター 

infant 
infancy：幼児期、草創期 

infantile：子どもじみた、幼稚な、幼児の、子
どもの 

infanticide：幼児［嬰児］殺し、間引き 

enthusiasm 
enthusiastic：熱烈な、熱狂的な 

unenthusiastic： 熱心でない、冷淡な

enthuse：熱狂して言う、熱狂させる 

sport 
sporting：スポーツの、正 堂々 と々した 

sporty：スポーツ好きの、スポーティな、スポー
ツカーの性能を備えた 

unsportsmanlike：スポーツマンらしくない、
正 堂々 と々していない 

sportsmanship：スポーツマン精神 

grief 
grieve：悲嘆にくれる、深く悲しませる 

grievous：痛嘆すべき、とんでもない 

grievance：不満 

counsel 
counselor：相談役、顧問、カウンセラー、法
廷弁護士 

fever 
feverish：興奮している、熱に浮かされた、熱
のある、発熱性の 

fevered：ひどく興奮した、熱に浮かされた、
熱のある 

replace 
replacement：取り換え、交換、交換物、交替
要員、後任者 

irreplaceable：かけがえのない 

replaceable：代わることのできる、交代可能
な 

facility 
facilitate：容易にする 

facilitation：容易にすること、便利［簡易］化 

thesis 
antithesis：正反対のもの、対照［対立］

antithetical：対照的な、正反対の 

bore 
boring：うんざりさせるような、退屈な 

bored：退屈した 

boredom：退屈、うんざりさせるもの 

clock 
clockwise：時計回りに［の］ 

sole 
solely：もっぱら、ただ、単独で 

reliable 
reliance：信頼、頼り 

reliability：信頼できること、当てになること、
信頼度 

reliant：当てにしている 

self-reliant：自力本願の 

unreliable：頼みにならない 

bow 
crossbow：石弓 

grateful 
ungrateful：感謝を表さない、恩知らずの、忘
恩の 

resist 
resistance：抵抗［反対］、抵抗力、地下抵抗
運動、レジスタンス 

irresistible： （感情などを）抑えられない、人
を魅惑するような

resistant：抵抗力のある、抵抗［反対］する 

pace 
pacer（=pacemaker）：徐行者、ペースメーカー 

neutral 
neutrality：中立 

neutralize：無効に［相殺］する、中和する、中
立にする 

neuter：《文法》中性の、（動物を）去勢する、
無効にする、無力化する 

suspect 
unsuspecting：疑わない、怪しまない 

suspicion：疑惑、疑念、不信 

suspicious：疑い深い、信じない 

grip 
gripping：魅力のある、注意を引く 

scarcely 
scarce：不足している、まれな、やっと、かろう
じて、ほとんど～ない 

scarcity：不足、欠乏 

dare 
daring：大胆な、恐れを知らぬ 

daredevil：向こう見ずの人 

luck 
lucky：運のよい、幸運な、幸いな、幸運をもた
らす 

suicide 
suicidal：自殺しそうな、自滅的な、無鉄砲な 

filter 
filtration：ろ過（過程） 

infiltrate：潜入［浸透］する 

infiltration：浸入、浸透、潜入 

delicate 
delicacy：ひ弱さ、もろさ、繊細、細やかさ、微
妙さ、珍味 

indelicate：不作法な 

render 
rendering：演奏、演技、翻訳 

settle 
settlement：合意、解決、（貸借などの）清算、
定着 

settler：移住者 

unsettled：落ち着かない、不安定な、不穏な、
未解決の、未決済の 

unsettling：人騒がせな 

inevitable 
inevitability：避けられないこと、不可避、必
然性 

restaurant 
restaurateur：料理店主［経営者］ 

enhance 
enhancer：（価値、風味などを）高めるもの 

enhancement：（魅力、価値などの）引き上
げ、増大、強化 

prince 
princess：王女、王妃 

princely：王子の、王侯にふさわしい、鷹揚な 

queen 
queenly：女王の、女王らしい、女王にふさわ
しい 

virus 
viral：ビールスの、ビールスによって起こる 

package 
packaging：（商品の）包装材、包装 

attribute 
attribution：帰すること、帰属、帰着 

attributive：《文法》限定修飾的な、連体的な



brave 
bravery：勇敢、華麗、華やかな色 

throne 
enthrone：王位につかせる

lift 
lifter：持ち上げる機械［人］ 

uplift：（上に）持ち上げること、増加、希望、（精
神的）高揚 

uplifting：（精神を）高揚させる 

carbon 
carbonic：炭素の、炭酸の 

carbonate：炭酸塩 

carbonated：（飲料が）炭酸入りの 

implement 
implementation：履行、実行、完成、成就 

cap 
capped：蓋を被せた 

probable 
probably：たぶん 

probability：蓋然性、ありそうなこと、確率 

improbable：ありそうもない、本当らしくない 

adapt 
adapted：改造［改作］した、適当な、ふさわしい 

adapter：翻案者、アダプター 

adaptation：脚色、適応 

adaptable：適応できる 

adaptive：適応性のある、調整の 

intimate 
intimacy： 親密、親密さの表現、情交

intimately：親密に、内心で、詳細に 

intimation：暗示、ほのめかし 

loop 
loopy：頭がおかしい、（酔って）頭が混乱した、
怒り狂う 

generous 
generosity：寛容 

ungenerous：寛大でない、心の狭い 

truck 
trucking：交易、物 交々換、市場向け野菜栽培 

collect 
collector：収集者、徴収員 

collection：収集品、所蔵品、集団、集積、収集、
（ゴミの）回収、募金 

collective：集団の、団体の、共同の、共通の、
共同事業（体） 

gross 
grossly：ひどく、極度に 

artificial 
artifice：計略、策略 

resolve 
resolution：決議案、（問題などの）解決、果
断、決意 

unresolved：未解決の、解明されていない 

resolving：分解する、分析する 

irresolute：決断力のない 

resolute：断固とした、確固とした 

acquire 
acquisition：獲得、購入［取得］したもの、（企
業の）買収、買い入れ（た品物） 

acquirement：（知識などの）習得、入手、習得
（能力）、習得したもの 

inherent 
inhere：（性質などが人に）本来備わっている、
（権利などが）本来賦与されている、（意味
が）もともと含まれている 

tour
tourist：観光客 

tourism：観光業

touristy：観光客でごった返す、観光客を当て
込んだ 

detour：回り道、迂回路、回り道する、迂回する 

gather 
gatherer：採集［収集］する人 

gathering：集まり、収集（過程） 

protest 
protestation：主張、抗弁 

protestant：プロテスタント 

prospect 
prospective：将来の、有望な、近いうち、間
もなく 

prospectus：大学［学校］案内、（事業の）要綱 

beer 
beery：ビール臭い、ビールに酔った 

inferior 
inferiority： 劣等感

harmony 
harmonious：仲睦まじい、釣り合いのとれた、
和声の 

harmonize：調和する、つり合う、調和させる、
和音を添える 

harmonic：和声［和音］の 

harmonization：調和、一致、和合 

fool 
foolish：愚かな、ばかげた 

horror
horrible：怖ろしい、ぞっとする、身の毛もよだ
つような、不快な、ひどい 

horrify：ぞっとさせる 

horrific：ぞっとする、怖ろしい、ものすごい、度
を越した 

knee 
kneel：ひざまずく 

leaf 
leafy：葉の茂った、 葉の作る

leafless：葉のない［落ちた］ 

leaflet：チラシ、チラシを配る 

employ 
employment：職業、雇用、使用

employee：従業員 

employer：雇用主 

unemployed：失職した、失業者の 

unemployment：失業、失業率、失業者数、
失業状態 

unemployable：雇用できない 

giant 
gigantic：巨大な 

elderly 
elder：年上の、目上の人、年長者 

verbal 
verb：《文法》動詞 

verbally：言葉で、口頭で 

excuse 
inexcusable：許し難い

combat 
combative：戦闘的な、好戦的な 

combatant：戦闘的な、好戦的な 

primitive 
primeval：太古の、原始時代の、原始的な 

sorrow 
sorrowful：悲しげな 

cook 
cooking：料理、食事の準備 

overcooked：煮［焼き］すぎた 

uncooked：料理していない、生の 

cooker：調理用レンジ 

disaster 
disastrous：悲惨な、ひどい 

monitor 
monitoring：監視、監察 

premonitory：予戒の、前兆の 

monitory：勧告の、訓戒の、勧告する 

imperial 
imperialism：帝政、帝国主義、領土拡張主義 

naked 
nakedness：裸の状態、露出、ありのまま、欠
乏、無防備（状態） 

shoot 
shooting：発射、銃撃、狩猟、（映画などの）
撮影 

offshoot：派生物、分派、側枝 

overshoot：（目的地を）通りこす、（計画より）
多くやる、（予算を）超過する 

retain 
retainer：（弁護士に対する）依頼料、歯牙矯
正装置 

retaining：（あるべき場所に）保持する 

retention：保有［保持］、（分泌物の）異常滞留 

retentive：記憶力のよい 

convention 
conventional：慣習的な、因習にとらわれた、
伝統的な、従来の、在来式の 

unconventional：因習にとらわれない、型に
はまらない、独創的な 

attach
attachment：愛着、（主義などへの）傾倒、付
属品、付着 

reattach：再び取り付ける、再装着する 



unattached：結婚していない、恋人がいない、
無所属の

exhibit 
exhibition：展示会、展示、（技巧などの）発
揮、見せること 

exhibitionism：自己顕示癖、露出症 

immense 
immensity：莫大さ、膨大さ 

talent 
talentless：無能な 

bias 
biased：偏向した、偏見のある 

unbiased：偏向していない、偏見のない 

pity 
pitiful：哀れな、かわいそうな、惨めな 

pitying：気の毒に思う 

pitiless：無情な、冷酷な、薄情な、無慈悲な 

pitiable：哀れな、かわいそうな、情けない 

draft 
drafting：（文書、議案の）起草（の仕方）、製図、
（徴兵の）選抜 

synthesis 
synthesize ：合成する　

synthetic：合成の、人造の、総合的な 

ceremony 
ceremonial：儀式の、儀式次第 

export 
exporter：輸出業者［会社 /国］ 

exportation：輸出 

shelter 
sheltered：風雨にさらされない、保護された、
安穏な 

hungry 
hunger：飢え、飢餓、空腹、渇望 

flag 
flagpole：旗竿 

unflagging：衰えない、たゆまない 

flagship：旗艦、主力製品 

weapon 
weaponry：兵器類 

cream 
creamy：クリーム状の、クリームを含んだ、ク
リーム色の 

planet 
interplanetary：惑星間の 

planetary：惑星の 

bold 
embolden：勇気づける、ボールド体で印刷する 

grasp 
grasping：欲張りの 

lateral 
bilateral：双方の、双務的な 

equilateral：等辺形、等辺 

quadrilateral：四辺の、四辺形 

unilateral：一方的な、単独の 

multilateral：多者間の、多角的な 

convenient 
convenience：便利、便宜、便利なもの、便宜
施設 

inconvenience：不便、障害、迷惑な人 
［もの］、迷惑をかける、邪魔をする 

inconvenient：不便な、迷惑な 

tie 
untie：ほどく 

untied：縛っていない、制限されていない 

tier：（並んだものの1） 列［段］、段階

blank 
blankly：ぼんやり、ぽかんと、きっぱりと、完
全に 

accomplish 
accomplishment：業績、功績、才芸、技量、
完遂 

aggressive 
aggressor：侵略者 

aggression：攻撃性、攻撃、侵略

cruel 
cruelty：残忍、虐待、残虐行為 

romantic 
romance：恋愛、ロマンス、ときめき、冒険談、
作り話をする、恋愛する 

romanticize：ロマンチックに描写する 

romanticism：ロマン主義、ロマン主義的傾向 

unromantic：ロマンチックでない、現実的な 

register 
registry：登記所、登録所 

registration：登録、（公文書などの）記録、登
録書類 

registrar：戸籍吏、（大学の）教務課長 

unregistered：未登録の、書留にされていない、
（家畜など）血統証明のついていない 

ideology 
ideological：イデオロギーの、観念的な 

desperate 
despair：絶望、絶望する 

desperation：自暴自棄、死に物狂い 

divide 
dividing：分ける、区分する、目盛り 

undivided：分割されていない、完全な 

dividend：配当金 

division：分割、分配、割り算、境界線 

divisional：師団の、部署の 

indivisible：分割できない、不可分の 

divisible：分けられる、割り切れる 

divisor：《数学》除数 

divisive：不和を生じる 

pulse
pulsate：鼓動する 

pulsation：脈拍、拍動、波動、振動

remark 
remarkable：驚くべき、注目すべき 

unremarkable：人の注意を引かない、平凡な 

connect 
connection：関連性、連結、接続、（列車など
の）連絡、接続便 

connective：連結する 

disconnect：連絡［接続］を絶つ、（ガスなど
の）供給を止める、分離する 

disconnected：断絶した、連結がうまく行か
ない、支離滅裂な 

unconnected：関連のない 

reconnect：再連結される［する］

horizon 
horizontal：水平（線）の、横の、水平位置、水
平線、水平面 

reserve 
reserved：打ち解けない、内気な 

reservation：予約、疑念、遠慮、（先住民の）
保留地 

patent 
patently：明らかに、はっきりと 

hang 
hanger：ハンガー 

slip 
slippery：つるつるした、ぬるぬるした、当てに
ならない、掴みどころのない 

mathematics 
mathematician：数学者 

mathematical：数学の、数理の、正確無比
な、厳密な 

autonomy 
autonomic：自治の、自律神経の、自発的な 

autonomous：自主的な、自立的な、自治の 

gravity 
gravitational：重力の 

gravitation：引力、重力 

gravitate：引力に引かれる、引力の作用を受
ける、沈む 

awful 
awfulness：恐るべきこと、荘厳、ひどさ、凄ま
じさ 

god-awful：ひどい 

tower 
towering：高くそびえる、雲突く、抜きんでた、
（怒りなど）激烈な 

colony
colonial：植民（地）の、植民地時代の 

colonist：植民地の住民 

colonize：植民地にする、（動植物が）コロニー
を作る 

colonization：植民地化［建設］、（動植物の）
コロニー形成 

pitch 
high-pitched：調子の高い 



low-pitched：調子の低い 

pitcher：投手 

pitching：投球、石畳、（船などの）縦揺れ 

liable 
liability：責任、不利な点、負債 

bulk 
bulky：かさばった、肥満した 

cluster 
clustered：群がった、束ね柱の 

fraction 
fractional：わずかの、断片の、《数学》分数の 

fix 
fixation：（ある物事への）執着、固定 

fixated：執着する 

fixer：始末屋、フィクサー

fixable：固定できる 

affix：貼り付ける 

recover 
recovery：回復、取り戻し［回収］ 

pack 
packed：満員の、押し固めた 

backpack：リュックを担いで旅行する、背負っ
て運ぶ、リュック、背負って運ぶ荷物 

unpack：中身を取りだす、荷を解く、解読する 

unpacked：踏み固めていない 

packer：包装員、包装用機械、梱包業 

embrace 
all-embracing：包括的な 

graduate 
graduation：卒業、卒業式 

undergraduate：学部生、大学生 

burn 
burnout：燃え尽き症候群、燃料の焼尽 

burner：バーナー、コンロ 

burnt：焼いた 

stupid 
stupidity：愚かさ、愚かな振る舞い、愚鈍 

impulse 
impulsive：衝動的な 

expand 
expansion：拡大、拡張、膨張 

expanse：広 と々した所 

expansive：広 と々した、包括的な、広範囲の、
打ち解けた、発展的な 

hierarchy 
hierarchical：階級性の 

entertain 
entertainment：娯楽、余興、もてなし 

entertaining：楽しい、面白い 

entertainer：芸能人、エンターテイナー 

dawn 
dawning：夜明け、黎明、（新時代などの）兆
し、出現、始まり 

pour 
downpour：大雨 

outpouring：（感情などの）流露、噴出、吐露 

leather 
leathery：皮のような、（肉が）硬い 

cheek 
cheekbone：頬骨 

emerge 
emergent：新生の、新興の 

emerging：最近できた、最近作られた 

submit 
submission：降伏、屈服、（書類などの）提出 

submissive：従順な、素直な 

hostile 
hostility：敵意、敵対感、敵愾心、（考え方な
どの）反対、戦闘、交戦 

vulnerable 
invulnerable：傷つけられない、不死身の 

vulnerability：傷つきやすいこと、弱みがある
こと、脆弱性 

faint 
fainting：気絶、卒倒、失神、意気消沈、卒倒
する、気絶の 

ignore 
ignorant：無知の、無学の、物を知らない 

ignorance：無知、無学 

ignoramus：無知な人 

powder 
powdered：粉末状の、白粉を塗った

bacteria 
bacteriology：細菌学 

bacterial：バクテリア［細菌］の 

expedition 
expedite：（事務などを）素早く片付ける 

expeditious：迅速な、手早い 

edit 
editorial：編集の、編集に関する 

editor：編集長、編集者、担当記者 

optical 
optics：光学 

optic：目［視力］の

optician：眼鏡士、眼鏡屋 

dull 
dullness：鈍さ、鈍感、愚鈍、愚かさ、不景気、
退屈さ 

alarm 
alarmed：不安で［怯えて］、警報器のついた 

alarmist：心配症の 

alarming：心配な、不安にする 

dirty 
dirt：埃、汚れ、土、ゴシップ 

alter 
alteration：変化、改造、修正、変更 

unalterable： 変更できない、不変の

unaltered：変わっていない 

alterative：変化する、体質を改善する、徐々
に回復させる 

photograph 
photographic：写真（術）の

photogenic：写真映りのよい 

photographer：カメラマン、写真士 

photography：写真術、写真撮影 

photocopy：スキャン、スキャンする 

elaborate 
elaboration：念入りに作ること、労作、推敲、
綿密な仕上げ、精巧 

supreme 
supremacy：覇権、優位、至上 

supremely：最高に、この上なく

sentiment 
sentimentality：感傷的なこと 

presentiment：（特に悪い）予感 

cheap 
cheapen：見くびる、（値を）下げる、（価値を）
落とす 

triumph
triumphant：成功した、勝利を得た、意気揚々
とした 

triumphal：祝勝の、凱旋の 

import
importer：輸入業者、輸入商、輸入国 

importation：輸入、輸入品

modest 
modesty：謙遜、しとやかさ、上品、ほどよさ、
中庸 

immodest：慎みのない、淫らな 

crystal 

crystallize：（計画などが［を］）具体化する、
結晶する［させる］ 

crystalline：水晶のような、澄んだ 

crystallization：結晶化、具体化（したこと）、
結晶体、砂糖漬け 

margin 
marginal：わずかな、些細な［重要でない］、
周縁部の、余白に書きいれた、かろうじて収
支の見合う 

marginally：ほんの少しだけ、わずかに 

wheat 
buckwheat：ソバ 

wheaten：小麦の、小麦（粉）で作った 

smart 
outsmart：出し抜く 

smarten：きれいにする、こざっぱりする、手早
くする、活発にする、経験を積ませる 

controversy 
controversial：物議を醸す 

portrait 
portrayal：描写 

portray：描く［描写する］、（役を）演じる［表
現する］



charity 
charitable：慈善の、貧窮者に施す、寛大な 

stretch 
stretcher：担架、（人を）担架で運ぶ 

outstretch：広げる、伸ばす、限度を超えて広
がる 

commit 
commitment：公約、（主義などへの）献身、
責務、（金、時間の）投入 

noncommittal：言質を与えない、曖昧な、どっ
ちつかずの、言質を与えないこと、態度を明
らかにするのを拒否［回避］すること 

uncommitted：特定の立場を取らない 

adverse 
adversity：逆境 

restore 
restoration：復元［復旧］、復活、回復、返還 

restorative：回復させる、（身体部位を）復元
する 

pot 
potted：鉢植えの、要約された、瓶［缶］詰の 

interpret 
interpretation：解釈、理解、説明、解釈［理
解］の仕方、（解釈に基づく）演奏［演技］　 

interpreter：通訳者、演奏者、演技者

misinterpretation：誤解、語訳 

misinterpret：誤って解釈［理解］する 

tough
toughen：堅くする、強化する、頑丈にする 

toughie：逞しい人、難局、難題 

merit 
meritorious：称賛に値する 

compromise 
uncompromising：妥協しない、断固とした 

compromising：不名誉な、体面を傷つける 

manifest 
manifestation：兆候、表明、（霊などの）出現 

manifesto：声明［宣言文］ 

tribe 
tribal：種族の、部族の 

cure 
cure-all：万病薬 

curative：治癒力のある 

incurable：治らない、不治の、矯正できない、
救い難い 

tide 
tidal：潮の 

regret 
regrettable：遺憾な 

spare 
sparing：出し惜しみする、けちな 

mud 
muddy：ぬかるみの、泥まみれの、泥のような、
（液体が）濁った、（色などが）くすんだ 

consist 
consistent：終始変わらぬ、首尾一貫した、
不変の、一致した 

consistency：一貫性、（液体の）濃度［密度］ 

inconsistent：つじつまの合わない、相反する、
変わりやすい、一貫性のない 

inconsistency：不一致、矛盾、矛盾した事物
［行為 /言語］ 

sovereignty 
sovereign：君主、国王、自主の、独立した、最
高［至上］の 

gesture 
gesticulate：身振りで表す 

gesticulation：身振り［手真似］（をすること）、
誇張した身振り 

intermediate 
intermediation：介在、仲介、調停 

intermediary：仲介者、仲裁者 

recommend 
recommendation：勧告、推薦、推薦状 

detect 
detective：刑事、探偵、興信所職員 

detection：発見、看破、探知 

detectable：発見できる、探知できる 

detector：探知機 

undetected：発見［探知］されていない 

undetectable：感知できない 

propose 
proposal：提案、提議、求婚［プロポーズ］

proposition：提議、（処理すべき）問題、命題、
陳述 

shake 
shaker：シェーカー 

shaky：震える［よろよろする］、不安定な、当て
にならない 

unshakable：揺るぎない、不動の 

bowl 
fishbowl：金魚鉢、どこからも見えてプライバ
シーのない状態［場所］ 

bowling：ボーリング

bowlful：丼1杯（分） 

peer 
peerless：比類のない 

immigration 
immigrant：移民者［移住民］ 

keen 
keenness：鋭さ、厳しさ 

funeral 
funerary：葬式の 

funereal：葬礼にふさわしい、悲しげな 

assault 
assail：攻撃する、悩ます 

assailant：攻撃者 

flame 
aflame：燃えて、炎となって、（真っ赤に）輝い
て、熱中して 

flammable：可燃性の、燃えやすい 

inflame：興奮させる、（情勢などを）激化させる 

inflamed：炎症を起こした、興奮した、激高した 

inflammatory：扇動的な、（怒りなどを）かき
たてる、炎症を起こす、炎症性の 

inflammation：炎症 

inflammable：激しやすい、興奮しやすい、可
燃性の、燃えやすい 

declare 
declaration：宣言文［書］、宣言、布告、（愛
の）告白、申告書 

license 
unlicensed：無免許の 

forgive 
forgiveness：許すこと 

unforgivable：許せない 

unforgiving：容赦しない、寛大でない 

attract 
attractive：魅力的な、きれいな、人を引き付
ける 

attraction：魅力、人を引き付けるもの［場所］、
引き寄せる力 

unattractive：魅力的でない、愛嬌のない、つ
まらない 

funny 
unfunny：おもしろくない 

earn 
earning：稼ぎ、獲得、所得、収益、儲けること 

rage 
outrage：残虐行為、残忍な振舞い、激怒、憤
慨させる

outrageous：非道な、言語道断の、異様な、
途方もない

enrage：激怒させる 

penalty 
penal：刑罰の、刑罰を受けるべき、刑事上の、
（税金などが）過酷な 

penalize：処罰する、（競技で）ペナルティを課す 

collaboration 
collaborative：共同の 

collaborator：共同制作［研究］者、協力者 

collaborate：共同で働く、共同制作［研究］する 

angel 
angelic：天使のような 

wash 
washable：洗濯のきく 

unwashed：洗っていない、汚い 

awash：水に覆われた、～で溢れる 

washy：（酒などが）水っぽい、薄い、（文体な
どが）弱 し々い、力のない 

pregnant 
pregnancy：妊娠 

temper 
quick-tempered：怒りっぽい、短気な 

temperament：気質、神経過敏、一徹な気性 

temperamental：癇の強い、気難し屋の、性
分による 



tempered：調節された、緩和された、（鉄など
が）熱処理された 

fame 
famed：名高い、著名な 

splendid 
splendor：壮観、華麗、栄誉、栄光、輝き、光
輝、光彩 

theater 
theatrical：演劇の、演劇調の、大袈裟な 

amphitheater：円形競技場、円形劇場 

craft 
crafty：悪賢い、狡猾な 

craftsman：（手）工芸家 

handicraft：手工芸、手工芸品 

craftsmanship：職人の技術、腕前 

lock 
padlock：南京錠、南京錠をかける 

gridlock：交通停滞［麻痺］、停滞［膠着］状態 

unlocked：鍵のかかっていない 

unlock：錠を開ける、打ち明ける 

locker：ロッカー 

calculate 
calculation：計算、算出、推定、見積もり、打算 

calculator：計算機 

calculating：打算的な、抜け目のない 

miscalculation：見込み違い［誤算］ 

thread 
threadlike：糸のような、ほっそりした 

threadbare：（服など）擦り切れた、古臭い、
陳腐な 

transform 
transformation：（抜本的な）変化、変身 

transformer：変圧器［トランス］ 

neglect 
neglectful：怠慢な、無頓着な 

negligence：不注意、怠慢、（不注意による）
過失 

negligible：無視してよい 

negligent：いい加減［怠慢 /不注意］な、たく
まざる、自然のままの

motive 
motivate：（行動などを）誘発させる、動機を
付与する

motivated：刺激された、意欲を持った、動機
づけられた 

motivation：刺激、誘導、動機付与、学習意
欲誘発 

motivator：動機を付与する人［もの］ 

cord 
cordless：（電気器具が）コードのない 

script 
postscript：（手紙の）追伸、（書物の）後書き 

scripted：台本どおりの 

manuscript：原稿、筆写本 

sail 
sailor：船員、船乗り、船を操縦する人 

sailing：ヨット術、出港 

bid 
outbid：（入札、セリで人より）高値をつける 

gratitude 
ingratitude：忘恩 

remedy 
irremediable：治療できない、取り返しのつ
かない 

remedial：矯正するための 

vague 
vagueness：漠然としていること、曖昧 

myth 
mythology：神話、（確かな根拠はないが）社
会で一般的に信じられている話 

mythological：神話の 

mythical：神話に出てくる、架空の 

eliminate 
elimination：除去、排除、排出、消去 

sophisticated 
sophisticate：洗練された人 

sophistication：教養、洗練 

sophistry：詭弁術、詭弁 

confirm 
confirmation：確認、確証、証拠 

unconfirmed：確認されていない、未確認の 

predict　
unpredictability：予言不能 

unpredictable：予言できない、予言不能な 

prediction：予言、予測 

tragedy 
tragic：悲劇的な、悲劇の

emperor 
empress：女帝、皇后 

rhetoric 
rhetorical：修辞的な、美辞麗句を連ねた、誇
張的な 

mature 
maturity：成熟、円熟、成人であること、成熟
した状態、（保険の）満期 

immaturity：未熟、未成熟、生硬 

immature：未熟な、稚気に満ちた、未成熟の 

premature：早すぎる、早産の、時期尚早の 

fond 
fondness：愛好、慈愛、溺愛、盲愛、おめでた
さ、愚かさ 

mask 
masked：仮面［覆面］をつけた 

unmask：仮面を剥ぐ、正体を暴く 

masque：仮面劇 

masquerade：仮装、仮装［仮面］舞踏会

preliminary 
prelim：予備試験、（競技などの）予選、（書物
の）前付け 

thermal 
thermometer：温度計 

thermos：魔法瓶 

thermodynamics：熱力学 

hypothermia：低体温症 

flash 
flashy：見かけ倒しの、けばけばしい、俗悪で
派手な 

rescue 
rescuer：救助者、救出者 

fur 
furry：（動物が）毛皮に覆われている、毛皮の
ような

brush 
brushing：かすって通る、素早い 

resident 
residential：居住に適した、住宅地の、居住
施設のある 

residency：居住、研修医、臨床研修期間 

residence：住宅、居住 

reside：住む、居住する 

abundance 
abundant：豊富な 

abound：たくさんある［いる］、（～に）富む 

abounding：豊かな、たくさんの 

ruin 
ruination：破壊、破滅 

ruinous：（費用が）法外な、破産させる、破滅
を招く、荒廃した 

automatic 
automatical：自動的な 

semiautomatic：半自動式の、半自動式の機械 

automated：オートメ化された 

boss 
bossy：親分風を吹かせる、威張り散らす 

regression 
regress：退行［後戻り］する 

lonely 
lone：一人の、連れのいない 

lonesome：寂しい、心細い、人気のない、人
里離れた 

palm 
palmistry：手相占い 

magnificent 
magnificence：壮麗、雄壮、荘厳 

tear 
tearful：涙にむせぶ、涙ぐむ、涙を誘う 

teary：涙のような、涙を浮かべた

sink 
sinker：（釣り糸につける）錘 

sunken：沈没した、水中に沈んだ、くぼんだ、
やせこけた、沈下した 

substitute 
substitution：代理、代用、代理人、代用品、
交換、代替、置換、代入 



efficacy 
efficacious：効能のある 

episode
episodic：偶発的な、挿話からなる、エピソー
ド風の 

adventure 
adventurous：冒険心に富んだ、冒険好きな、
勇気のいる、興味津 の々 

adventurer：冒険者、投機師、勝負師 

adventitious：偶発的な、偶然の 

clerk 
clerical：事務職の、聖職者の 

rival 
rivalry：競争（意識） 

convince 
convincing：説得力のある、疑う余地のない 

unconvincing：説得力のない 

unconvinced：納得していない 

fold 
folding：折りたたみ式の 

unfolded：たたまれていない、繰り広げられた 

unfold：（たたんだものを）開く、（内容などが）
明らかになる 

reject

rejection：拒絶、排除、廃棄、廃棄物、拒否反応 

merchant 
merchandise：商品、売買する 

merchandising：販売促進 

pollution 
pollute：汚染する 

undertake 
undertaker：葬儀屋 

undertaking：引き受けた［請け負った］仕事、
約束、葬儀取扱業 

exceed 
excessive：過多の、過度の 

exceeding：並外れた、大した、非常な 

continent 
transcontinental：大陸横断の 

continental：ヨーロッパ大陸の、大陸風［ヨー
ロッパ式］の、大陸の、ヨーロッパ人の 

cheese 
cheesy：安っぽい、下等な、わざとらしい、チー
ズのような（味の）［においの］ 

petition 
petitioner：請願者、嘆願者、上訴人 

sustain 
sustainable：環境を破壊せず利用できる 

sustaining：支える、維持する、元気をつける 

self-sustaining：自立する、自給する 

sustenance：持続、維持、滋養物、食物 

metaphor 
metaphorical：隠喩の、隠喩を使った 

humor 
humorous：おかしい、ユーモラスな 

humorless：ユーモアのない、つまらない、面
白みのない 

cease 
unceasing：不断の 

cessation：中断、停止 

ambition 
ambitious：野心を持った、野心的な、壮大な

bath 
bathing：水泳 

bathed：（光を）浴びた、（汗、涙）まみれの 

neighbor 
neighboring：隣の、近所の、近接している 

neighborly：隣人らしい、近所づきあいのい
い、親切な 

neighborhood：近所、近隣、近所の人、近接 

lecture 
lecturer：講師、講演者 

engineer 
engineering：工学、工学技術 

imply 
implicit：含蓄的な、内在する、絶対的な、無
条件的な 

implication：含蓄、暗示、連座、密接な関係 

implicate：（事件などに）連座させる、関わり
があることを示す 

convey 
conveyance：輸送、運搬、輸送機関、乗り物、
（不動産などの）譲渡証書 

conveyor：伝達者、伝達［運搬］するもの 

scholar 
scholarship：奨学金、学問 

scholastic：学業の、スコラ哲学の 

fiber 
fibrous：線維でできている、繊維状の 

weary 
weariness：倦怠、疲労、退屈 

wearisome：退屈な、飽き飽きする 

world-weary：世の中が嫌になった 

obey 
obedient：言いつけをよく聞く、従順な、素直な 

obeisance：尊敬、従順、お辞儀 

obedience：服従、従順、忠順 

disobey：従順でない、背く 

physics 
physicist：物理学者 

metaphysics：形而上学 

metaphysical：形而上学の、きわめて抽象
的な、難解な 

prejudice 
prejudicial：不利になる、損害を与える 

prejudiced：偏見を持った 

extract 
extraction：抜き取ること、抽出、抜歯 

extracted：抽出した 

purple 
purplish：紫がかった 

amazing 
amazed：びっくりした 

amazement：驚嘆 

amaze：驚かせる 

impose 
imposing：強い印象を与える、人目を引く 

imposition：賦課、押しつけ、迷惑、負担 

assure 
assured：自信たっぷりの、確実な、確かな、
保障された 

assuring：保障する、確信的な、自信を与える
ような 

assurance：言質、請け合い、確約、自信 

descent 
descend：降りる、下る、下降する、下り坂にな
る、舞い降りる 

descendant：子孫、後裔、由来するもの 

allocation 
allocate：割り当てる、配分する 

contest 
contestation：論争、争論、争訟、争点、主張 

uncontested：議論の余地がない 

contestant：参加者 

occupy 
preoccupy：夢中にさせる 

preoccupied：夢中の、気を取られている 

preoccupation：（よそごとに）気を取られて
いること、夢中、放心、没頭 

occupant：（土地、家屋、地位などの）占有者 

occupancy：（土地、家屋、地位などの）占有 

clever 
cleverness：利口さ、如才のなさ、巧妙、器用 

instinct 
instinctive：直覚的な、本能的な 

rhythm
rhythmic：リズミカルな、律動的な 

climb 
climber：登攀家、つる性植物 

convert 
converter：転換させる人［こと］、コンバー
ター、変換器 

convertible：転換できる、コンバーチブル 

conversion：転換、改造、改宗 

remind 
reminder：思い出させるもの、督促状 

solemn 
solemnity：荘重、厳粛、荘厳、典礼執行 

confess 
confessor：聴罪司祭 

confession：自白、懺悔 

authentic 
authenticity：真正 

authenticate：本物であると証明する 

authentication：（真実性の）証明、立証、認証 



pump 
pumped：おなかの出た、妊娠した、熱誠的
な、熱意のある、大袈裟な、ほら吹きの 

induce
inducement：誘引策［奨励策］ 

inductive：帰納的な、（電気）誘導の 

induction：（新しい職場などへの）導入、誘
導分娩、帰納法、（電気の）誘導 

self-induction：《電気》自己誘導 

induct：就任させる、兵役につかせる、（組織
に）加入させる 

charm 
charming：魅力的な、すてきな 

charmed：魅惑された、魔法で守られた、呪
われた、運のよい、不死身の 

slide 
sliding：滑る、移動する、滑ること、スライディング 

landslide：地滑り 

inherit
inheritance：相続財産、遺産、継承物、遺伝 

disinherit：相続権を奪う 

heritage：遺産 

interact 
interactive：相互作用の、対話式の 

interaction：相互作用 

noon 
afternoon：午後 

trap 
entrap：罠にかける、（人を）陥れる、囮捜査をする 

trapper：罠猟師 

crack 
crackdown：厳重な取り締まり、厳しい弾圧 

utter 
utterly：すっかり、全く 

utterance：（言葉で）表現すること、口に出す
こと、発言 

intellect 
intellectual：知能の、知的な、知識のある、理
知的な、知識人、識者 

interfere 
interference：干渉、口出し、介入、妨害、電
波妨害、混線 

interfering：干渉する、お節介な 

dense 
density：密度、濃度 

dual 
dualistic：二元的な、二元論の 

duality：二重［二元］性 

audit 
auditor：会計監査人、聴講生 

beast 
beastie：（かわいい）小動物、嫌な［いかが
わしい /低俗な］やつ、印象的な［巨大な］人
［もの］ 

bestial：獣のような 

deserve 
deserved：当然の 

deserving：（当然～を）受けるべき 

undeserved：受けるに値しない、不相当の、
受ける資格のない、過分の 

undeserving：受けるに値しない 

juice 
juicy：汁の多い、興味深い［好奇心をそそる］、
魅力的な 

deposit 
depository：保管所 

deposition：沈殿、沈殿物、罷免、廃位、証言
録取書 

fatigue 
fatigued：疲れた、疲労した 

fraud
fraudulent：詐欺をする（ための） 

defraud：詐取する 

contempt 
contemptuous：軽蔑する、人をばかにする 

contemptible：卑しむべき 

manufacture 
manufacturing：製造業 

manufacturer：製造業者、工場主 

quote 
quotation：引用、引用句［文］、見積もり、相場 

quotable：引用に値する 

torture 
torturous：拷問のような、苦しい、ねじれた 

successive 
succession：連続、続発、連鎖、継承 

successor：後任者、継承者 

vein 
venous：静脈の 

intravenous：静脈内の、静脈注射の 

spell 
spelling：つづり字法、正字法、スペル 

strip 
outstrip：追い越す、勝る 

adjust 
adjusted：調節［調整］した、補正した、適応
した 

adjustable：調節［調整］できる 

adjuster：調整者、調節装置、調節機関 

adjustment：調整、適応 

launch 
launching：（船の）進水（式）、（ロケットなど
の）発射、着手、開始 

launcher：（ロケットなどの）発射装置 

destiny 
destine：（ある目的、用途に）予定する、運命
づける 

destination：目的地、宛先 

discretion 
discreet：慎重な、用心深い 

discretionary：自由裁量の 

indiscreet：分別のない 

indiscretion：無分別な行動、軽率な行動 

disappear 
disappearance：消え失せること、消失、消
滅、失踪 

ecological 
ecology：生態系、生態学 

ecosystem：（ある地域の）生態系 

abandon 
abandoned：見捨てられた、遺棄された、放
縦な、奔放で気ままな 

abandonment：遺棄、捨てること、放棄 

treasure 
treasurer：会計担当者 

treasury：財務省、金庫［宝庫］ 

ugly 
ugliness：醜いこと、不格好 

owe 
owing：借りとなっている 

mill 
milling：（人、家畜などが）群れをなしてうろつく 

certificate 
certified：保障［証明］された、公認の 

certify：証明する、免許証［証明書］を交付する 

certification：証明、証明書交付 

certifiable：精神異常の、狂った 

scare 
scary：怖ろしい、怖い 

decay 
decadent：堕落した、退廃的な 

decadence：堕落、退廃 

warrant 
warranty：（商品の）品質保証書 

unwarranted：不当な、正当な理由［根拠］の
ない、保証［是認］されていない 

conjunction 
conjunct：結合した、共同の、緊密な、結合に
よって作られた、《論理》連言肢；連言命題
で、連言記号で結ばれた各命題 

conjunctive：結合する、結合［連接］的な、《文
法》接続語 

quit 
quitter：（障害にあうと）すぐに放棄してしまう人 

bride 
bridal：新婦の、結婚式の 

marine 
maritime：海の、海洋の、沿海の、海岸の 

alien 
alienate：（人を）疎んじる、疎外感を感じさせる 

alienation：疎んじること、疎外、離間、《法律》
（所有権の）譲渡 

inalienable：譲渡できない 

rail 
railing：鉄柵 

railway：鉄道、線路



railroad： せきたてる、（議案などを）強引に通
過させる、（無実の罪で）投獄する

derail：脱線する［させる］ 

feminine
feminism：男女同権主義［運動］ 

feminist：男女同権論者 

effeminate：（男性が）女 し々い、柔弱な 

effeminacy：女 し々さ、惰弱、柔弱、優柔不断 

loyal 
disloyalty：不忠、不誠実、背信 

disloyal：不忠な、不誠実な、背信的な 

loyalty：忠実、忠誠、忠誠心 

intend 
intending：これからしようとする 

assert 
assertion：（権利などの）主張、（根拠に基づ
かない）断言 

assertive：積極的な、断定的な 

self-assertive：自己主張をする、でしゃばる 

ashamed 
unashamed：恥知らずの、厚かましい 

seal 
sealant：密閉剤 

unseal：開封する、封を切る、（口を）開く、（束
縛などから）自由にする 

unsealed：封印されていない、密閉［密封］さ
れていない、未確認の 

mess 
messy：散らかった、取り散らした、（仕事など
が）服などを汚す、いい加減な、厄介な 

rubber 
rubbery：ゴムのような、（足が）パンパンに張っ
た、（膝が）笑う 

refuge 
refugee：難民、亡命者 

notorious 
notoriety：悪名、悪評 

luxury 
luxuriant：（植物が）茂った、（毛髪などが）豊
かな、（文章などが）華やかな 

luxurious：贅沢な、豪華な

luxuriate：茂る、甚だしく拡大する、贅沢に暮
らす、耽る 

compete 
competition：競技会、競争者、競争相手 

competent：有能な、力量のある、正当な権
限を持つ 

competitor：競争者［競争相手］ 

competitive：競争できる、競争力のある、他
に負けない、競争を好む 

competitiveness：競争力、競争的なこと

incompetent：無能な 

incompetence：無能力、不適格 

modify 
modification：修正、変更 

modifier：《文法》修飾語 

correspond 
corresponding：該当［相応］する 

correspondent：通信員、特派員 

correspondence：文通［連絡］、相応関係 

apt 
aptly：適切に 

inapt：不適切な、下手な 

aptitude：素質、適性 

disappointment 
disappoint：失望させる、失望を抱かせる、
（計画などを）挫く 

disappointing：失望させる、期待はずれの 

trick
trickery：詐欺、ペテン 

trickster：詐欺師、ペテン師 

insist
insistence：固執、主張、強調 

insistent：固執する、主張する、しつこい 

grammar 
grammatical：文法の、文法的に正しい 

ungrammatical：非文法的な 

wit 
witty：才知のある 

witticism：機知のある言葉 

outwit：出し抜く 

miracle 
miraculous：奇跡的な、超自然的な 

caution 
cautious：用心深い、慎重な 

cautionary：注意を促す、警告の 

precaution：予防策、予防措置［手段］ 

precautionary：予防の 

cautiously：用心深く 

incautious：不注意な、軽率な 

defect 
defective：欠陥のある 

endure 
endurance：忍耐（力）、我慢 

enduring：長持ち［持続］する 

endurable：耐えられる、我慢できる 

beg
beggar：乞食、（人を）貧乏にする 

behave 
behavioral：行動の、行動に関する 

behavior：行動、振舞い、行状、品行、態度 

misbehave：悪い行いをする、非行をする 

misbehavior：不作法、不品行、不正行為 

bomb 
bomber：爆撃機、爆破犯 

bombshell：爆弾宣言、ひどく衝撃的な出来
事、非常に魅力的な女性 

courtesy 
courteous：礼儀正しい、丁寧な 

discourteous：失礼な、無礼な 

compassion
compassionate：憐れみ深い、同情的な 

derive 
derivable：引き出せる、推論できる 

derivation：語源 

derivative：《文法》派生語、派生物、二次的な 

regiment 
regimental：連隊の 

deliberate 
deliberation：熟考、討議、慎重、思慮深さ 

deliberative：熟慮する、審議する 

attain 
unattainable：到達できない 

accompany 
accompaniment：伴奏、添え物、付き物 

accompanying：伴う、同封した、添付した 

accompanist：伴奏者 

unaccompanied：連れのいない、無伴奏の 

accomplice：共犯（者） 

concert 
disconcerting：当惑させるような 

disconcert：狼狽［困惑］させる 

ghost 
ghostly：幽霊のような、幽霊が出そうな

ghastly：ぞっとする、気味悪い、ひどい、忌ま
わしい 

aghast：仰天して、肝をつぶして 

swim 
swimmer：泳ぎ手、泳いでいる人 

transparent 
transparency：透明度、明白さ、明瞭 

parliament 
parliamentary：議会の、議会のある 

invest 
investment：投資、投資額 

investor：投資者 

biology 
biologist：生物学者 

biological：生物学の、生物体の、（合成洗剤
が）酵素を含有した 

biologic：生物学（上）の、応用生物学で作っ
た、血がつながった、（合成洗剤が）酵素を
含有した 

bionic：生体工学の 

spontaneous 
spontaneity：自発性、自然性 

analogy 
analogous：類似の 

analogue：アナログ式の、類似体 

breeze 
breezy：そよ風の吹きわたる、爽快な



ego 
egotism：自己中心癖、利己主義、うぬぼれ 

egomaniac：病的に自己中心主義の人 

egocentric：自己中心の、利己的な 

egoism：自己中心主義、利己主義 

egoistic：利己主義の、自己本位の 

superego：超自我 

egotistic：自己本位な、利己的な 

retail 
retailer：小売業者、小売商 

hunt 
manhunt：（組織的な）犯人捜査 

hunter：猟師、探求する人 

absurd 
absurdity：不条理、不合理、ばからしいこと 

statue 
statuesque：彫像のような 

statuary：彫像 

elegant 
elegance：優雅、上品、（科学的）精密さ、（証
明などが）すっきりしていて簡潔なこと 

inelegant：優雅［魅力的］でない 

tomb 
entomb：葬り去る、埋葬する 

diplomatic 
diplomacy：外交（術）、社交能力、外交的手腕 

undiplomatic：外交的手腕のない、非外交
的な 

advocate 
advocacy：支持、擁護、弁護 

ticket 
ticketed：（催しが）有料の 

idle 
idleness：怠惰、無駄、無益、失業状態、ぶら
ぶらしていること 

arrange 
rearrange：再配列する、（位置を）変える、（日
時などを）決め直す 

arrangement：準備、用意、手配、手はず、合
意、話し合い、配置、配列、編曲 

envelope 
envelop：包む、覆い隠す 

envelopment：封入、包むこと、包囲、包み紙、
包装紙 

obscure 
obscurity：無名、隠遁、曖昧、曖昧な点、暗さ 

sketch 
sketchy：大ざっぱな、概略的な 

collar 
white-collar：ホワイトカラーの、事務職の 

collarless：襟なしの 

urge 
urgent：緊急の、火急の、差し迫った、至急の 

urgency：緊急、火急、緊急なこと、力説、執拗 

spine 
spineless：背骨のない、無脊椎の、とげのない 

spiny：とげのある 

spinal：脊椎の 

stiff 
stiffen：堅くする［なる］、硬直させる、強化する
［される］

flour 
floury：粉まみれの、小麦粉のような、（崩れて）
粉になりやすい 

persuade 
persuasion：説得、信念 

persuasive：説得力のある 

tune 
tuneful：音楽的な、調子の美しい 

tuneless：音楽的でない、調子外れの 

tuner：（ピアノ）調律師、（テレビ、ラジオの）
チューナー 

tuning：調律、（受信機の）同調、波長調整 

bind 
binding：（本の）表装、（布の端の）縁取り、《ス
キー》ビンディング 

binder：バインダー、製本機械、つなぎ 

unbind：（結んだものを）ほどく、（包帯などを）
解く、（束縛を）解放する、釈放する 

unbound：束縛が解かれた、解放された、未
製本の 

maternal 
maternity：母［妊婦］であること

chaos 
chaotic：混沌状態の 

legend 
legendary：伝説的な、名高い、伝説に語ら
れた、伝説上の 

atom 
atomic：原子の、原子力の、核兵器の 

lion 
lioness：雌ライオン 

geometry 
geometric：幾何学の、幾何学的な 

stir 
stirring：（感情などの）兆し、感動させる、鼓
舞する 

decent 
decency：体面、品位、礼儀 

temptation 
tempt：誘惑する、そそのかす、その気にさせる 

tempting：人の心をそそる、誘惑的な 

feast 
festal：祝祭の、陽気な、にぎやかな 

sincere 
sincerity：誠実、正直、表裏のないこと 

insincere：不誠実な 

insincerity：不誠実、無誠意、偽善、不誠実
な言行 

enforce 
enforcement：施行、実行、強制、強調 

enforcer：執行者 

bite 
backbite：陰口をたたく 

biter：噛む人［もの］、噛みつく獣 

biting：身を切るような、ひりひりする、（発言
が）胸をえぐるような 

gear 
geared：（～用に）設計［構成］された、準備
が整った 

sweat 
sweaty：汗まみれの、汗びっしょりの、汗臭い、
汗をかかせる 

sweater：セーター

comply 
compliance：（法、命令などに）従順、従うこと 

compliant：従順な、言いなりの、（規格など
に）準拠［対応 /適合］した 

tropical 
tropic：回帰線、熱帯地方 

neural 
neuralgic：神経痛の 

illusion 
disillusioned：幻滅した 

illusory：架空の

disillusion：幻想を覚ます、幻滅させる 

urine 
urination：排尿 

urinate：小便をする 

urinary：尿の、泌尿器の 

urinal：小便所［器］ 

glow 
glowing：（意見などが）賞賛に満ちた 

afterglow：残照、（気分のよい）余韻 

aglow：赤く輝いた

prose 
prosy：散文体の、平凡な、無趣味な、退屈な、
単調な 

invite 
invitation：招待［招請］、誘惑（すること） 

inviting：誘惑［魅力］的な、気をそそる 

uninvited：招かれていない 

ample 
amply：十分に、広 と々、詳細に 

amplify：増幅する、（話などを）敷衍する 

amplifier：アンプ、増幅器 

amplification：拡大、拡張、拡大率、増幅、拡充 

amplitude：（波動の）振幅 

explode 
explosion：爆発、（人口などの）急激な増加 

explosive：爆発性の、爆発しやすい、（感情
を）激しく揺さぶる、（性格が）激情的な、増
加が爆発的な



vivid 
vivify：声明を与える、鮮やかにする、活気づ
ける、激励する 

silly 
silliness：愚かしさ、愚鈍、愚行 

prompt 
prompting：説得、誘導

impromptu：即興的な 

dwell 
dwelling：住居、住宅　

dweller：居住者、～に住む動物 

knock 
knockoff：（仕事などの）中断（時間）、（機械な
どの）急停止、盗品、安物のニセブランド品 

knockout：ノックアウト、ＫＯ、すごくいかした
人、ＫＯの、意識を失わせる 

knockdown：殴り倒すこと、打倒する一撃、圧
倒的なこと、乱闘、打ち倒すような、圧倒的な 

hybrid 
hybridization：異種交配 

pretend 
unpretending：もったいぶらない、見栄を張
らない、慎重な、控え目な、謙遜な 

pretentious：もったいぶった、気取った 

unpretentious：見栄を張らない、つつましやかな 

pretender：（～を）主張する人 

pretension：てらい、見栄、暗黙の主張、自負 

exclude 
exclusion：除外、排除、排斥、停学処分

excluding：（～を）除いて 

exclusive：独占的な、専用の、排他的な、特
権階層の、高価［高級］の、排他の、除外の 

incorporate 
incorporated：会社組織の 

incorporation：法人組織、会社、結合、合併、
取り込み 

withdraw 
withdrawn：内気な、引っこみ思案の 

withdrawal：撤回、取消し、撤退、回収、脱退、
（預金の）引き出し 

vegetable 
vegetation：（ある地域、環境の）植生［植物］ 

vegetative：植物成長に関する、植物人間の 

vegetarian：菜食主義者 

vegetate：無気力に暮らす、無為徒食する 

vegetarianism：菜食（主義） 

navy 
naval：海軍の 

reluctant 
reluctance：嫌気、不承不承、不本意、気が
進まないこと 

accommodation 
accommodate：収容する、受け入れる、（環
境などに）適応させる 

accommodating：親切な、協力的な 

norm 
normative：規範的な 

cinema 
cinematic：映画（制作）の 

thumb 
thumbnail：親指の爪、ごく簡単な［小さい］も
の［スケッチ /小論文］ 

poison 
poisonous：有毒な、毒性のある、非常に不
快な［悪意のある］ 

poisoning：中毒、飲毒、毒殺 

patch 
patchwork：パッチワーク 

patchy：（霧などが）途切れ途切れの、不統
一な 

anchor 
anchorage：停泊地、かかり場、拠り所 

ridiculous 
ridicule：嘲り、嘲笑、嘲笑う、なぶりものにする 

incredible 
credible：信じられる、確かな、信頼に値する 

credibility：信頼性 

bark 
barking：（よく）吠える、気が狂った、吠える声、
激しい咳 

rude 
rudeness：不作法、無礼、粗暴 

whisper 
whisperer：囁く人、密告者 

complain 
complaint：不平、告訴、体の不調 

uncomplaining：不平を言わない 

dread 
dreadful：怖ろしい、怖い、ものすごい 

coin 
coinage：硬貨、硬貨鋳造、貨幣制度、新造語 

molecule
molecular：分子の、分子からなる

diary 
diarist：日記をつける人、日記作家 

limb 
limbless：手足［翼 /枝］のない 

toxic 
intoxicate：酔わせる、興奮させる、中毒させる 

intoxication：酩酊、夢中、中毒 

intoxicating：酔わせる、夢中にさせる 

toxin：毒素 

toxicity：有毒性 

bullet 
bulletproof：防弾の 

crash 
crasher：凄まじい音を立てて砕く［砕ける］も
の、痛打 

residual 
residue：残り、残余、残留物 

appetite 
appetizer：前菜 

appetizing：食欲をそそる 

infinite
infinity：無限性、無辺、無限大、無限の数、無
限であること 

infinitesimal：非常に小さい、極小の 

finite：限定された、有限の 

propaganda 
propagandist：宣伝員 

brass 
brassy：金属音の、耳障りな、けばけばしい、
黄銅色の、騒 し々い 

brazen：厚かましい、真鍮製の

govern 
governor：（植民地の）総督、知事、総裁［管
理者］ 

government：政府、政権、統治［政治］機関、
行政、統治 

governmental：政府の 

governance：統治、管理、統治［管理］法 

consult 
consultation：協議、相談、（専門家の）会議、
（専門家にする）相談、診察 

consultant：（専門的な）相談相手、コンサル
タント 

consulting：諮問、助言、診察、相談役の、諮問の 

indifferent
indifference：無関心、無頓着 

monopoly 
monopolistic：独占的な 

monopolize：独占する、独り占めにする 

monopolist：独占者、独占企業 

eligible 
ineligible：（法律上）資格のない、不適格の 

drift 
adrift：漂流する、（物が）外れて、（あてどなく）
さまよって 

bless 
blessing：祝福（の祈祷）、承認、賛成、ありが
たいもの、よいこと 

bliss：無上の幸福 

blissful：至福の 

resurrection 
resurrect：復興する、（死者を）蘇らせる 

fragment 
fragmentary：断片的な、部分的な 

vacuum 
vacuous：愚かな、間の抜けた 

subordinate
insubordinate：不従順な、反抗する、下位で
ない 

insubordination：不服従、反抗 

casual 
casually：偶然に、何気なく、行き当たりばっ
たりに、ふと、普段着で 



crude 
crudely：粗雑に、武骨に、露骨に 

hook 
hooked：鉤型の、鉤型に曲がった、麻薬中毒
の、夢中になった、（～に）溺れた 

unhook：鉤から外す 

bend 
unbend：（態度が）軟化する、緊張を解く、（曲
がったものを）伸ばす 

unbending：（態度などが）頑なな、頑固な 

bent：曲がった、背中［腰］の曲がった、不正な、
性癖、傾向 

bendy：曲げやすい、曲がりくねった 

geography 
geographical：地理学（上）の 

triangle 
triple：3つの部分からなる、3倍の、3倍に
なる 

triplicate：3倍にする、三重の、3個一組の 

triplet：三つ子、三連音符 

triangular：三角形の、三者間の 

trinity：三位一体、三人組 

trio：3つが一組になったもの、三重奏［唱］団 

triad：3個一組（になったもの） 

tripod：三脚台 

trident：三つ又の槍 

tripartite：3つの部分からなる、三者間の 

festival 
festive：祭りの、祝祭日らしい、お祝いの 

festivity：祝祭行事、祝祭気分 

contradiction 
contradict：（言葉を）否定［否認］する、反駁
する、矛盾する 

contradictory：矛盾する 

contradistinction：対照区別、対比 

pastor 
pastoral：牧会者の、キリスト教徒を導く、牧
歌的な 

proximity 
proximate：最も近い、近接した

wool 
woolly：毛に覆われた、毛むくじゃらの、羊毛
のような、不鮮明な 

woolen：羊毛の、ウールの、毛織物の、毛織
物を扱う、毛織物、ラシャ 

shelf 
shelve：棚上げする、棚に載せる、緩やかに
傾斜する 

shelving：棚 

bother 
bothersome：面倒な 

compatible 
incompatible：両立しない、共存できない、
互換性のない 

compatibility：両立［共存］の可能性、互換性 

assign 
assignment：課題、任務、割当、配置 

reassignment：再割当、再指定 

reassign：再び委託する、再選任する、転任
させる 

stack 
stacked：積み重ねられた 

steal 
stealing：こっそり盗むこと、窃盗、盗品、こっ
そり盗む、盗癖のある 

insert 
insertion：挿入、差し込み、（本などへの）書
き込み 

accord 
accordance：一致、合致、調和、認許、（権利
などの）授与 

accordant：一致している 

belly 
underbelly：（攻撃に対して）無防備な部分、
（動物の）下腹 

negotiate 
negotiation：協商、交渉、折衝、協議 

negotiator：交渉者、協商者 

negotiable：交渉の余地がある、折衝可能な、
譲渡可能な 

nonnegotiable：交渉の余地がない、譲渡で
きない

coherent 
coherence：一貫性 

incoherent：つじつまの合わない 

compact 
compactor：固める機械［人］、（台所などの）
ゴミ粉砕圧縮機 

irrigation 
irrigate：水を引く、灌漑する、（傷口などを）洗
浄する 

candle 
candlelit：ろうそくに照らされた 

probe 
probing：精査する、厳密に探る 

bush 
bushy：毛深い、繁茂した、生い茂った 

republic 
republican：共和主義者、共和制支持者、共
和党員、共和国の、共和主義の 

eminent 
eminence：名声、著名 

preeminent：卓越した、抜群の、傑出した、優
位［上位］の、顕著な 

celebrate 
celebration：記念［祝賀］行事、記念［祝賀］ 

celebratory：祝う 

behold 
beholden：恩義を受けて 

elastic 
elasticity：弾性、弾力 

inelastic：弾力性のない、適応性がない、融
通のきかない 

corrupt 
corruption：腐敗、堕落、汚染、変質 

vocal 
vocalic：母音の、母音性の 

vocalist：ボーカリスト［歌手］ 

fascinate 
fascinating：うっとりさせる、魅惑的な 

fascination：魅力、魅惑、魅了 
icon 
iconoclastic：偶像破壊の、因習打破主義的な

veil 
unveil：覆いを取る、除幕式をする、（新製品
などを）初公開する 

veiled：不明瞭な、隠された、ベールを掛けた 

unveiling：除幕式、見せる、陳列する 

wrath 
wrathful：ひどく立腹した、憤慨した 

frustrate 
frustrated：挫折した、欲求不満の、失望した 

frustration：不満、挫折感、阻害、挫折させる
こと 

barn 
barnyard：納屋の前庭 

volunteer
voluntary：自発的な、任意の、自由意思によ
る、ボランティアの 

involuntary：無意識の、心ならずの、不本意な 

masculine 
masculinity：男らしさ 

perpetual 
perpetuate：不朽にする、永続させる 

advise 
adviser：顧問、助言者 

advisory：諮問の、警報、注意報 

advisable：勧めてよい、賢明な 

unadvisedly： 無分別に、軽率に

ill-advised：軽率な、浅はかな 

advisability：勧めていいこと、得策 

inadvisable：賢明でない、勧められない 

well-advised：思慮［分別］のある、熟慮した、
慎重な 

advisement：助言、忠告、相談 

advice：助言、忠告 

zeal 
zealous：熱狂的な 

overzealous：熱狂的すぎる 

kick 
kicker：キッカー、意外な結末 

kickoff：キックオフ



shear 
sheared：刈り込んだ、長さを揃えて刈った
［切った］ 

jealous 
jealousy：嫉妬［心］、妬み 

offense 
offensive：侮辱的な、不快な、嫌な、攻撃の、
攻撃的な 

inoffensive：悪気のない 

monster 
monstrous：ぞっとするような、恐ろしい、異
様に大きい、巨大な、怪物のような 

monstrosity：巨大で奇怪なもの［建物］ 

drain 
drainage：排水、排水施設 

oppose 
opposed：反対する、対照の 

unopposed：抵抗する者のいない 

opposable：対抗できる、向かい合わせにで
きる 

opposing：敵対［対立］する、反対の、逆の 

damp 
dampen：湿らせる、（気力などを）挫く 

dampener：緩衝装置 

dampness：湿り気 

litigation 
litigate：訴訟する 

litigator：訴訟者、起訴者 

litigant：訴訟当事者（原告または被告） 

spectacle 
spectacular：壮観の、劇的な、華麗なショー
［公演］ 

spectator：観客 

bespectacled：眼鏡をかけた 

custody 
custodian：管理人 

custodial：保護の、親権のある 

complement 
complementary：相互補完的な 

imitation 
imitable：模倣できる、模倣に値する 

imitate：模倣する、手本にする、真似る 

inimitable：真似のできない 

imitative：模倣的な 

imitator：模倣する人、偽造 

siege 
besiege：包囲する、取り囲む、（質問などで）
悩ます 

rehabilitation 
rehabilitate：リハビリ治療をする、（犯罪者な
どを）社会復帰させる、名誉を回復させる 

jaw
jawbone：（下）顎骨 

plausible 
implausible：信じ難い、本当らしくない 

beef 
beefy：（人が）筋骨たくましい、太った 

horn 
foghorn：霧笛 

heir 
heiress：（特に莫大な財産の）女性相続人 

heirloom：家宝 

ethnicity 
ethnic：民族の 

scrutiny 
scrutinize：精密に調べる、綿密に検査する 

conspiracy 
conspirator：共謀者、陰謀加担者 

conspire：陰謀を企てる、共謀する、（ある結
果をもたらすように事情が）重なり合う 

tribute

tributary：（川の）支流 

fulfill
fulfilled：（生活などが）充足感を感じる 

fulfillment：（義務、職務などの）履行、遂行、
完遂、実践、実現 

unfulfilled：満たされていない、充足感を感じ
られない 

saint 
sainthood：聖人、聖者、聖人の身分 

saintly：聖人らしい、非常に高徳な 

thunder 
thunderclap：雷鳴 

thunderbolt：落雷 

thundering： 雷のように轟く、非常に、途方も
なく

cerebral 
cerebellum：小脳 

cerebrum：大脳 

polite 
impolite：無礼な、失礼な 

pig 
piggish：ブタのような、欲張りな、不潔な、強
情な 

piglet：子豚 

piggyback：おんぶ、肩車 

pigsty：養豚場、豚小屋、不潔な場所 

piggy：子豚、目が小さくてみにくい 

pigheaded：頑固な、強情な 

piggery：養豚場 

comedy 
comic：笑わせる、おかしい、コメディの、喜劇の 

comedic：喜劇（風）の 

comedian：コメディアン、喜劇役者 

mount 
mounting：増大する 

dismount：（馬などから）降りる 

remount：（馬などに）再び乗る、 （何かを再
開するために）組織し直す

scent 
scented：よい香りのする、かぐわしい 

sweep 
sweeper：掃除夫、掃除機 

accent 
accentual：アクセントの、音の強弱をリズム
の基礎とする 

accented：外国人のなまりがある、強勢のあ
る、抑揚表示された 

accentuate：強調する、目立たせる 

accentuation：アクセントの置き方、強調、力説 

unaccented：なまりがない、特定地域［外国
人］のなまりがない、（音節に）強勢のない 

fairy 
fairytale：おとぎ話のような 

anonymous 
anonymity：匿名（性）、個性がないこと 

junction 
disjunction：分離 

disjunctive：分離性の、《論理》選言的な 

constrain 
constrained：不自然な、強制された 

constraint：制約、制限、抑制 

integrate 
integrated：統合された 

integration：統合 

disintegration：分解、崩壊、分裂 

disintegrate：分解する、こなごなにする、崩
壊させる 

feasible 
feasibility：実行できること、（実行）可能性 

micro 
microscope：顕微鏡 

microchip：マイクロチップ、マイクロチップ
を埋め込む 

microscopic：極微の、顕微鏡でしか見えな
い、顕微鏡（使用）の 

microwave：電子レンジ、極超短波 

microcosm：小宇宙、縮図 

microbe：微生物 

microscopy：顕微鏡検査 

knight 
knightly：騎士の、騎士らしい 

exempt
exemption：免除、（所得税の）控除（額） 

ambiguous 
unambiguous：曖昧でない、明確な 

ambiguity：曖昧さ、不明瞭 

part-time 
full-time：常勤の、正規職の 

irony 
ironic：反語的な、皮肉な、（期待とは）異なる 

alternate 
alternative：代案、選択しうるもの、代替可能
な、代案となる、代案的な、代わりの 

alternation：交代、交替、一つ置き、交代数列 



alternator：交流発電機 

metabolic 
metabolism：新陳代謝 

breed 
breeding：（繁殖のための動物）飼育、繁殖、
しつけ 

breeder：（動物）飼育家 

well-bred：育ちのよい、しつけのよい、（家畜
などが）良種の 

inbreeding：近親交配 

inbred：近親交配した 

leap 
leapfrog：馬跳び、（数階級）特進する 

civilize 
civilized：文明化した、教化された、上品な 

civilization：文明、文明人、文明社会 

uncivilized：無礼な、ぶしつけな、未開の、野
蛮な 

comprehend 
comprehension：理解力、言語理解力演習
［テスト］ 

comprehensive：包括的な、総合的な 

comprehensible：理解できる 

sauce 
saucy：ちょっとエッチな

exaggerate 
exaggerated：誇張された、誇大な、過度の 

exaggeration：誇張、過大視、誇張法 

stimulate 
stimulus：刺激物、刺激 

stimulating：刺激する、活気を与える 

stimulant：興奮剤、刺激になること 

stimulation：刺激、興奮、鼓舞、激励 

intuition 
intuitive：直観による、直感の、直覚的な 

muscular 
muscularity：筋骨のたくましさ、強壮、剛健 

nonsense 
nonsensical：ばかげた、無意味な 

halt 
halter：（馬の）手綱 

resemble 
resemblance：似ていること、相似、類似 

sociology 
sociologist：社会学者

pet 
petting：愛撫 

tap 
untapped：（資源などが）利用されていない 

simultaneous 
simultaneity：同時、同時に起こること、同時性 

qualify 
qualified：資格のある、条件付きの、制限さ
れた 

qualifying：資格を与える、限定する、制限する 

qualification：資格（証）、限定、条件 

disqualified：資格を奪われた、失格した 

unqualified：資格のない、無資格の、完全な、
全幅的な 

overqualified：必要以上の経歴［資格］を備
えた 

disqualify：資格を剥奪する、失格させる 

disqualification：資格剥奪、無資格、不適任、
失格 

persecute 
persecution：迫害、虐待、しつこくせがむこ
と、責め立てること 

prophecy 
prophesy：予言する 

prophet：先覚者、予言者、指導者、予言書 

prophetic：予言者の 

reverence 
reverent：敬虔な 

irreverent：不遜な、不敬な 

biography
biographical：伝記の、伝記体の 

biographer：伝記作家 

lofty 
loft：屋根裏部屋、（ボールなどを）高く打ち［蹴
り］上げる 

aloft：空高く 

fog 
foggy：濃霧の立ちこめた 

agony 
agonize：苦悶する、苦悩する 

agonized：苦悶の 

agonizing：苦しい 

mist 
misty：霧に包まれた 

conspicuous 
inconspicuous：注意を引かない、目立たない 

conceal 
concealment：隠すこと、隠蔽 

unconcealed：隠されていない、あからさまの 

furious 
fury：激怒、激憤 

furiously：怒り狂って 

infuriate：激怒させる 

awe 
aweless：恐れを知らない、不遜な 

awed：畏敬の念を持った 

awe-inspiring：畏敬の念を起こさせる、荘厳な 

awestruck：畏敬の念に打たれた 

awesome：畏敬の念を起こさせる、ものすご
い、途方もない 

erosion 
erode：侵食する 

admire 
admiration：感嘆、敬慕 

admiring：感嘆する、賛美する 

admirable：称賛［尊敬］に値する 

admirer：賛美する人、ファン、求愛者 

tooth 
teeth：歯、歯牙 

teething：乳歯の萌出

toothbrush：歯ブラシ 

toothless：歯のない、歯の抜けた、威力のない 

toothed：歯のある 

toothpick：つまようじ 

toothsome：おいしい 

approve 
unapproved：認められていない、認可されて
いない 

approving：賛成の、満足の 

approval：是認、賛成、承認 

approbation：承認、賛成 

disapprove：不満を示す 

disapproval：非難、気に染まぬこと 

disapprobation：非難 

disapproving：不満を示す 

nephew 
niece：姪 

relax 
relaxed：ゆったりした、くつろいだ、気楽な、
寛大な 

relaxing：のんびりさせる、心地よい 

relaxant：弛緩剤 

relaxation：息抜き、気晴らし、緩和 

pious 
piety：敬虔、信心 

impiety：不信心、不敬虔、不敬、不遜 

impious：不敬の 

dominate 
dominant：優勢な、支配的な、《生物》優性の 

dominating：支配する、優勢な、優位を占める 

dominance：優越、権勢、支配、優勢、《生物》
優性 

domination：支配、統治、優勢 

predominant：目立つ、顕著な、優勢な、支配
的な 

predominance：優位、優勢 

fertile 
fertility：肥沃、生殖力

fertilize：受精させる、（土地に）肥料を施す 

fertilizer：肥料 

fertilization：（土地を）肥沃にすること［方
法］、肥沃化 

infertile：不妊の、生殖力のない 

infertility：不毛、不妊 

coordinate 
coordinator：同格にするもの［人］、調整役、
進行者



coordination：（行動などの）組織調整、（作用、
機能の）調整、一致、（筋肉の動きの）協調 

tenant 
tenancy：（土地、家屋などの）借用（期間）、
借用権 

confront 
confrontation：対峙、対立 

confrontational：対決を好む 

preach 
preacher：伝道師、説教師 

preachy：説教好きの 

haste 
hasten：急いでする、促進する［早める］、急い
で行く 

hasty：急な、軽率な 

hastily：急に、急いで、慌てて、性急に、軽率に 

verify 
verifiable：証明できる 

unverified：証明されていない 

verification：確認、照合、立証、証明 

posture 
posturing：気取り 

exploit 
exploiter：利用者、搾取者 

exploitation：搾取、（資源の）開発、利己的利用 

deputy 
deputation：代表団 

rebel 
rebellion：反乱、謀反、（権力、因習などに対
する）反抗 

rebellious：反抗的な、反逆する、反体制的な 

monument 
monumental：記念碑的な、途方もない［非
常な］、記念物となる 

feeble 
feebly：弱 し々く、無気力に、微弱に 

enfeeble：弱める、弱らせる 

conform 
conformity：（規則、命令、習慣などに）従う
こと、順応 

conformation：（動物の）形態、構造 

unconformity：不一致、不適合 

punish 
punishment：罰、処罰、刑罰 

punishing：ひどい目に遭わせる、へとへとに
させる 

punishable：罰すべき 

punitive：懲罰の、苛酷な 

impunity：刑罰を受けないこと 

envy 
envious：羨んで 

enviable：羨ましい、羨望の対象となる 

unenviable：羨むに足りない、望ましくない 

seize 
seizure：押収［没収］（物）、（武力による）掌
握、占領 

soap 
soapy：石鹸（の泡）だらけの、石鹸のような 

agitation 
agitator：（政治）運動家、扇動者 

agitate：（社会的な変革などを強力に）主張
する、（心を）乱す［不安にさせる］、（液体を）
撹拌する 

agitated：不安がる、動揺した 

reinforce 
reinforcement：増援隊、強化 

borrow 
borrower：借用者、貸出者 

tangible
intangible：実体のない、無形の 

warn 
warning：警告、注意、解雇通告、勧告 

quarrel 
quarrelsome：喧嘩好きの、口論好きの 

potent 
impotent：無力な、（男性が）性的能力のない

impotence：無力、無気力、虚弱、老衰、勃起
不全、自制を欠くこと 

potentate：（強権を持つ）支配者［統治者］ 

guardian 
guardianship：後見人の職務、後見人 

hospitality 
hospitable：（客などを）暖かく迎える、手厚い、
（気候などが）好適な 

inhospitable：（気候が）厳しい、不親切な、も
てなしの悪い 

prevail 
prevalent：普及した、広く行きわたった 

prevalence：広く行われていること、流行、普及 

prevailing：支配的な、優勢である 

duly 
unduly：必要以上に、過度に 

heap 
heaped：（スプーンなどに）山盛りにした 

heal 
healer：治癒者、癒すもの 

basement 
subbasement：地下2階 

deaf 
deafen：（騒音で）耳をつんざく、耳を聞こえ
なくする 

fantastic 
fantasy：夢のような空想 

fantasize：空想する、空想に耽る 

symmetry 
symmetric（=symmetrical）：（左右）対称
的な、釣り合いのとれた 

asymmetrical：非対称的な 

asymmetry：不調和、不均衡、非対称 

shine 
shiny：輝く、光る 

closet 
closeted：密かに行う、秘密の 

install 
installment：分割払い（の1回分）、割賦、（全
集、連載などの）1回分、1巻 

intersection 
intersect：交差する、横切る 

plea 
plead：嘆願する、弁じる、弁護する、（弁明と
して）申し立てる 

immunity 
immune：免疫性の、免除された 

archaeological 
archaeologist：考古学者 

archaeology：考古学 

retire 
retired：引退した、退職した 

retirement：定年退職、引退生活 

retiring：内気な、引っ込み思案の 

chorus 
choral：合唱曲［団］の 

insult 
insulting：侮辱的な 

mandate 
mandatory：法に定められた、義務的な 

depreciation 
depreciate：価値を低下させる、（通貨を）切
り下げる

clarify 
clarification：説明、解明、（液体などの）透
明化、浄化 

insect 
insectivorous：（動植物が）昆虫を食べる、
食虫性の 

insecticide：殺虫 

scandal 
scandalous：けしからぬ、言語道断の、スキャ
ンダルを載せた 

scandalize：（不作法などで）人を憤慨させる 

majesty 
majestic：荘重な、堂 と々した 

cheat
cheater：詐欺師、ペテン師

roar 
uproar：大騒ぎ、騒動、途方もない非難 

uproarious：騒がしい、滑稽な、とてもおもし
ろい 

screw 
screwy：ばかげた、（状況などが）おかしな 

boom 
booming：ドンと響く、にわか景気の、急激に
発展する、すごい、すてきな 

depart
departure：立ち去ること、出発、（習慣などか
らの）逸脱 

marital 
premarital：結婚前の、婚前の 

extramarital：婚外の、不倫の 



float 
afloat：（水に）浮かんだ、破産しないで 

floating：流動性の 

flotation：（株式などの）新規発行、浮遊 

cliff 
cliffhanger：最後の瞬間までハラハラさせる
こと

tenure 
tenured：終身在職権のある 

dig 
digger：採掘機、掘る人［動物］ 

denote 
denotation：指示、明示的意味 

transient

transience：一時的であること、はかなさ、無常 

fist 
fistful：ひと掴み 

propagation 
propagate：繁殖させる、伝播する 

sculpture 
sculpt：彫刻する、彫塑する 

sculptor：彫刻家 

homogeneous 
homogeneity：同種［同質］性、均質性 

erect 
erection：勃起、建立、架設、（大型）構造物
［建物］

hazard 
hazardous：危険な 

biohazard：バイオハザード 

indignation 
indignant：憤慨した、怒った 

indignity：侮辱的な待遇、侮辱、恥辱 

hay 
haystack：大きな干し草の山 

disgust 
disgusted：嫌気がさす、うんざりする、頭に来る 

disgusting：いまいましい、むかつくような、嫌
悪感を催させる、うんざりする 

soluble 
solubility：溶けること、可溶性、（問題などを）
解決できること 

insoluble：解決できない、不溶解性の 

fountain 
fountainhead：水源、根源 

vengeance 
vengeful：復讐心のある 

wax 
waxy：蝋製の、蝋のような 

beeswax：蜜蝋 

grab 
grabby：強欲な、欲張りの、利己的な、魅惑
的な、しっかりと掴む 

segregation 
segregate：分離する、隔離する 

segregated：分離した、隔離した、人種差別
のある 

restrict 
restriction：制限［限定］、制約［拘束］、拘束
するもの 

trivial 
trivia：些細なこと

triviality：つまらない問題、些事 

trivialize：陳腐にする 

monarch 
monarchy：君主制、君主国、王室 

dumb 
dumbfounded：（驚きのあまり）ことばを失
わせる 

skirt 
underskirt：ペチコート 

outskirt：町はずれ、郊外、限界、ぎりぎり

sober 
soberly：しらふで、酔っ払わないで、真面目に、
沈着に、冷静に 

sobering：真面目にさせる 

sobriety：酔っていないこと、しらふ、冷静、真
面目 

gloom 
gloomy：暗い、気の滅入るような、陰気な、希
望のない、憂鬱な 

unite 
reunite：再会［再結合］する、再統合する［さ
せる］ 

unity：統合、統一、統一性、一致 

immortal 
immortality：不滅 

immortalize：（芸術作品などを通して）永遠
性を与える 

mortal：死を免れない、死すべき、致命的な、
一命にかかわる、命がけの、決死の 

mortality：いつかは死すべきこと［運命］、死
を免れないこと、必死、死亡者数、死亡率 

ambassador 
ambassadorial：大使の、使節の 

articulate 
articulation：表現、関節 

articulated：連結された、連結式の 

inarticulate：はっきり意見を言えない、感情
を表現できない、（表現が）不十分な 

consume 
consumption：消費量、（商品の）消費 

consuming：痛切に感じる、熱中する 

mediation 
mediator：仲介人、調停官 

mediate：調停する、仲介して～を達成させる 

mediatory：仲裁の、調停の 

exert 
exertion：努力、尽力、（権力、影響力の）行使 

overexertion：過度の努力 

polar 
polarization：極性を持つこと、偏光、分極 

bipolar： 両極の、双極性障害の

polarity：両極性、極性 

symptom 
symptomatic：症状［兆候］を示す 

obstruction 
obstructive：妨害する、《医学》閉塞性の 

obstruct：塞ぐ、妨害する 

hesitate 
hesitation：躊躇、ためらい、優柔不断 

hesitant：躊躇する、ためらう、煮え切らない 

hesitating：躊躇する、もじもじする、ためらう 

hesitancy：躊躇、ためらい

patron 
patronage：（芸術家などに対する）後援、支
援、任用 

patronize：恩に着せる、見下す、（商店など
を）ひいきにする 

dynasty 
dynastic：王朝の、王家の 

blend 
blender：ミキサー、混合機 

solitude 
solitary：一人でする、孤独を好む、人里離れ
た、唯一の、独居者 

outdoor 
indoor：室内の、室内用の 

outdoorsy：屋外用の、外出用の、屋外生活
を好む 

inquire 
inquiry：研究、探求、調査、取り調べ、審理、
質問、問い合わせ 

inquiring：尋ねる、聞きたそうな、詮索好きな、
不審そうな 

inquisitive：知りたがり屋の、探究心旺盛な 

inquisitor：尋問者、調査者、宗教裁判官 

inquisition：尋問、宗教裁判所 

inquest：調査、検死、（失敗の原因に対する）
検討 

ally 
alliance：同盟、連合 

allied：同盟を結んだ、連合の、同種の、関連
する 

anatomy 
anatomical：解剖学上の、解剖の 

confidential 
confidentiality：秘密性 

confidentially：機密に、内証で、内 で々 

contention 
contentious：論争を引き起こす、論争好きな 

absorb 
absorbedly：一心不乱に 

absorption：吸収、統合、専心 

absorbent：吸収作用をする、吸収性の 

absorbingly：夢中で、興味津 で々 



absorptive：吸収力のある、吸収性の 

self-absorption：自己陶酔、専念、（放射線
の）自己吸収 

anticipate 
anticipation：予想、予測、期待、心待ちにす
ること 

anticipatory：予期しての、見越しての、先行
する 

latent 
latency：潜伏、潜在 

robe 
disrobe：服を脱ぐ［脱がせる］ 

wardrobe：衣装だんす、（個人所有の）衣装、
衣装部 

pragmatic 
pragmatist：実用主義者 

pragmatism：実用主義 

coil 
uncoil：（巻いたものを）ほどく、ほどける 

arbitration 
arbitrate：仲裁する 

arbitrator：仲裁者 

thirst 
thirsty：喉の渇いた、渇望する、切望する、（草
木など）乾ききった、乾燥した 

prosperous 
prosper：繁栄［繁盛］する 

prosperity：繁栄、繁盛 

twist 
twisted：曲がった、ゆがんだ、ねじれた 
twisty：よこしまな 
chat 
chatty：おしゃべりな、（文体が）くだけた感じ
の、打ち解けた 

chatter：おしゃべりする、ぺちゃくちゃしゃべる、
（寒さ、恐怖で歯が）ガチガチ鳴る、（鳥が）
けたたましく鳴く、おしゃべり、さえずり 

chitchat：雑談、無駄話、世間話、雑談をする  

kin 
kindred：親族、類似した、同類の、関連のある 

kinship：親族関係、一体感、親近感 

fuzzy 
fuzz：綿毛、産毛、警察官 

champion 
championship：選手権大会、決勝戦、チャン
ピオンの地位 

suppress 
suppression：鎮圧、抑制 

monastery 
monastic：修道院の、修道士の、禁欲的な 

collision 
collide：衝突する、ぶつかる、（意見などが）
相反する 

gossip 
gossiping：噂話をする、おしゃべりの、おしゃ
べり、座談会 

psychic 
psychically：心理的に、精神的に 

psychiatry：精神医学、精神科学 

transmit
transmission：伝染、伝播、伝送、変速機

transmittable：伝達できる、伝染性の 

transmitter：送信機、送話器 

cheer 
cheery：快活な 

cheerful：元気一杯の、快活な、気分を引き
立てるような、心地よい 

cheerfulness：心地よさ 

cheerless：活気のない、陰気な 

weigh 
outweigh：～より優る 

hammer
sledgehammer：大ハンマー、玄

げんのう

翁 

martial 
Mars：火星 

lodge 
lodging：一時的な宿所、下宿、貸間 

dislodge：移転させる、追い出す 

anguish 
anguished：苦悶する、苦悩に満ちた 

slice 
slicer：薄く切る人、（ベーコンなどの）薄切り
器、スライサー 

ripe 
unripe：（果物などが）熟れていない、未熟な 

ripen：熟する、熟成する、熟させる、熟成させる 

sediment 
sedimentary：沈殿物の、沈殿性の、堆積性の 

plug 
plugging：栓、詰め物、（歯科）充填物 

unplug：（コンセントから）プラグを抜く 

contend 
contender：挑戦者、競争者 

ash 
ashy：灰色の、青白い、灰まみれの 

cock 
gamecock：闘鶏、不屈の闘士 

cocky：うぬぼれた 

reciprocal 
reciprocate：（愛情などに）報いる、往復運
動をする 

reciprocity：互恵 

chill 
chilly：冷え冷えする、寒い、冷たい、うすら寒い 

chilling：肌寒い 

penetrate 
penetrating：心の中を見透かすような、（質
問などが）鋭い、（声が）よく通る 

penetration：浸透、貫通 

penetrable：貫通できる 

impenetrable：貫通できない、見通しのきか
ない、不可解な 

coincidence 
coincide：同時に起こる、一致する、同じ空間
を占める 

coincidental：偶然の一致の、偶発的な 

coincident：一致する 

orthodox 
orthodoxy：通説に従うこと、正説、東方正教会 

unorthodox：正統でない、型破りな 

heterodoxy：異教、異端、異説 

heterodox：異説［異教］の 

canon 
canonical：聖書正典に含まれる、（文学作品
が）原典に基づく

disclose 
disclosure：暴露、暴露された事物

undisclosed：明らかにされていない、秘密に
された 

melt
molten：（金属などが）溶けた 

mischief 
mischievous：ちょっと意地の悪い、いたずら
好きの、（人に）害を与える 

macro 
macrocosm：大宇宙、総体 

vulgar 
vulgarity：下品、下品なもの 

inflate 
inflation：インフレ（―ション）、通貨の膨張、
物価騰貴、膨らませること 

inflatable：膨らませられる 

inflated：物価が暴騰した、（文体などが）大
袈裟な 

vapor 
vaporize：蒸発［気化］する 

vaporous：蒸気に満ちた、蒸気のような 

melody 
melodic：旋律の 

melodious：調子の美しい、音楽的な 

virgin 
virginity：処女性、童貞 

virginal：処女の、純潔な 

thief 
thieve：盗む、盗みを働く 

recreation 
recreate：気分転換させる、元気づける、（想
像の中で）再現する 

recreational：レクリエーション［娯楽］の 

lid 
lidless：蓋［瞼］のない 

eyelid：瞼 

deficient 
deficiency：欠乏、不足、欠損、欠陥 

deficit：赤字、不足額、欠損 

puzzle 
puzzled：当惑した、困惑した 



fetch 
farfetched：信じ難い、こじつけの 

hop 
hopping：精力的に働いている、忙しく動き
回っている 

witch 
witchcraft：魔法、魔術 

witchy：魔女のような、魔法の 

witching：魔力のある、魅力的な、魅力 

bewitch：魅惑する、うっとりさせる、魔法をか
ける 

bubble 
bubbly：泡の多い、活気のある 

bubbling：ちょろちょろと流れる、ブクブクと
泡立つ 

captive 
captivity：監禁、囚われの身 

captivating：魅惑的な、魅了する 

captivate：虜にする 

auction 
auctioneer：競売人 

strife 
strive：奮闘する 

dismiss 
dismissal：解雇、（考えなどの）放棄、棄却 

dismissive：見下すような 

jar 
jarring：耳障りな雑音、振動、不調和、圧力、（意
見などの）衝突、ギシギシいう、耳障りな 

disruption 
disruptive：妨げる、破壊的な 

disrupt：妨害する、妨げる 

hereditary 
heredity： （個人の）遺伝（的特質）

athletic 
athletics：陸上競技、運動競技 

athlete：（運動）選手、陸上競技選手 

malignant 
malignancy：悪性腫瘍、癌、悪性 

tolerate 
toleration：寛容、認容、忍耐

intolerable：耐えられない、我慢できない 

tolerably：我慢できるほどに、耐えられるほど
に、ゆっくりと、かなり 

tolerable：かなりよい、まずまずの、我慢でき
る、耐えられる 

famine
famish：飢えさせる、餓死させる 

famished：飢えた 

compulsory 
compulsion：強要、止み難い衝動 

compulsive：衝動的な、常習的な、（書物な
ど）人の心を捉えて離さない 

bourgeois 
bourgeoisie：中産階級、資本家［有産］階級、
ブルジョア 

discern 
discernment：眼識 

discerning：識別力のある 

paste 
pasty：（顔色が）青白い 

fortress 
fort：保塁、要塞、砦 

ankle 
anklet：足首飾り、アンクレット 

impress 
impressed：強い印象の、感銘を受けた 

impressive：印象的な、深い感動を与える

impressionable：感じやすい、感受性の強い、
影響を受けやすい 

impression：印象、感銘、感動、人や風景のス
ケッチ、建物などの完成予想図、（有名人の）
物真似、（押しつけられてできた）痕、痕跡 

impressionism：印象主義、印象派 

unimpressed：感銘させられていない 

unimpressive：印象的でない、 感動させな
い、風采の上がらない

disturb 
disturbance：妨害、障害、騒乱、心の動揺 

disturbing：心をかき乱すような、不穏な 

undisturbed：乱されていない、邪魔の入ら
ない、心を悩まされていない 

diffuse 
diffusion：放散、拡散、伝播、普及 

vacant 
vacancy：欠員、空席、空き部屋、放心 

vacate：（建物、座席などを）空ける、（職など
を）退く 

toil
toilsome：骨の折れる、辛い、苦しい 

fidelity 
infidelity：不貞 

rectangular 
rectangle：長方形 

violate 
violation：違反、違背、妨害、侵害、（神聖）冒涜 

inviolable：不可侵の 

metropolitan 
metropolis：主要都市 

vendor 
vend：売り歩く、行商する 

persist 
persistence：固執、持続 

persistent：固執する、執拗な、絶え間のない、
反復して起こる 

diminish 
diminishing：節減する 

diminutive：非常に小さい、《文法》指小辞 

freight 
freighter：貨物船、貨物輸送機 

moist 
moisture：水分、湿気 

moisten：湿る、湿らせる 

moisturize：（肌を）しっとりさせる 

gut 
gutless：度胸のない、無気力な 

gutsy：勇気のある、度胸のある、強力な 

guts：勇気 

vibration 
vibrator：振動器、電気マッサージ器 

vibrate：（小刻みに）震える、振動する 

vibrant：活気に満ちた、生気みなぎる、力強い 

knot 
knotty：もつれた、節のある

insane 
insanity：精神異常、狂気の沙汰 

sane：正気の、気の確かな、分別のある、穏
健な 

sanity：健全な精神（状態）、（思想の）穏健 

bloom 
blooming：花開いた、花盛りの、繁栄する、ひ
どい 

lust 
lusty：元気な、強健な、意気盛んな 

lustful：貪欲な 

orchestra 
orchestral：オーケストラの 

foregoing 
forego：先に行く、先行する 

foregone：先立った、以前の、既往の、既定
の、過去の 

reckon 
reckoning：計算、推算、見積もり、（人間の
行動に対する）審判［報い］ 

bowel 
disembowel：内臓を抜き出す 

cooperate 
cooperative：協力の、協同の、協調的な、協
同組合 

cooperation：協力、協同、協調

uncooperative：非協調的な 

cultivate 
cultivation：耕作、栽培、関係構築、（技術な
どの）涵養 

cultivated：洗練された、教養のある、耕作さ
れた、栽培された 

uncultivated：耕作されていない 

presume 
presumptive：推定に基づく 

presumed：当然のことと思われている 

presumably：たぶん、おそらく 

presumptuous：生意気な、横柄な 

presuming：生意気な、ずうずうしい、差し出
がましい 

wander 
wanderer：放浪者 



racist 
racism：人種差別（主義）、民族的優越主義 

wrap 
unwrap：（包み紙などを）解く 

wrapping：包装材料、包み紙 

wrapper：包み紙 

pad 
keypad：（電卓やリモコンなどの）キー操作部、
《コンピューター》キーパッド

padding：詰め物、（演説、文章などの）不必
要な挿入句 

annoy 
annoyed：苛立たしい、腹の立つ 

annoyance：苛立ち、腹立ち、頭痛の種 

annoying：いらいらさせる 

punch 
punchline：人をあっと言わせる語句 

punchy：パンチの利いた 

humiliation 
humiliate：恥をかかせる 

flush 
flushed：顔を赤らめて、上気して 

boil 
boiling：ひどい暑さの、（暑さで）うだっている 

boiler：ボイラー 

hard-boiled：（卵が）固く茹でた、非情な

soft-boiled：（卵が）半熟の

applause 
applaud：拍手をする、喝采する

scratch 
scratchy：（服などが）ちくちくする、ガリガリ
音のする、走り書きの 

peril 
perilous：危険な 

imperil：危うくする、危険にさらす 

pottery 
potter：陶工、焼物師、ぶらぶらする 

leverage 
leveraged：自己資本に比して高比率の借入
金のある 

perish 
perishing：非常に寒い 

perishable：（食物などが）腐敗しやすい 

resent 
resentment：憤り、恨み、憤慨 

resentful：憤った、恨んだ、憤慨した 

conquer 
conqueror：征服者 

conquest：征服、占領地 

skeleton 
skeletal：骨格の、骸骨のような、概略の 

abolition
abolish：（法律などを）廃止する 

abolishment：廃止 

abolitionism：（死刑）廃止論者、奴隷制度
廃止論者 

slaughter 
slaughterhouse：屠殺場 

manslaughter：故殺 

foam
foamy：泡でできた、泡のような 

reconcile 
reconciliation：和解、調和 

irreconcilable：妥協できない、両立しない、
和解できない 

affirm 
affirmative：肯定的な、肯定、同意 

affirmation：確言、断言、支持、確認、肯定 

retrieve 
retrieval：回収、（情報）検索 

penny 

penniless：無一文の、ひどく貧乏な 

multiply 
multiplier：《数学》乗数 

multiple：多くの、多数の、多様な、複合的な、
《数学》倍数 

multiplication：掛け算、増殖 

multiplying：重複する、複合する、倍加する 

multiplex：複合映画館 

goat 
scapegoat：贖罪のヤギ

pertinent 
impertinence：生意気、無遠慮、無礼、不作
法、不適切、見当違い 

impertinent：無礼な、不作法な 

adolescence 
adolescent：若者、青年 

demon 
demonic：悪魔の 

eventual 
eventually：結局、ついに 

eventuality：万一の場合 

sleeve 
sleeveless：袖なしの 

scorn 
scornful：軽蔑する 

optimum 
optimal：最善の、最適の 

broker 
brokerage：仲介業、仲介手数料 

crust 
crusty：（パンなど）パリッとした外皮の、気難
しい、怒りっぽい 

crustacean：甲殻類 

incrustation：外皮で覆うこと、外皮 

encrusted：外皮で覆われた 

consolation 
console：慰める、元気づける 

inconsolable：悲嘆にくれた 

appendix 
append：付加する、添える 

appendage：付属物 

emancipation 
emancipate：（束縛、因習などから）解放する 

fox 
foxy：（姿、性格などが）キツネのような、（女性が）
性的魅力のある、セクシーな、狡猾な、ずるい 

lump 
lumpy：塊だらけの、こぶだらけの 

accession 
accede：（申し出などに）応じる、即位する 

preface 
prefatory：序文の 

transverse 
transversal：横断する、横断線の 

transversely：横の、横軸の 

announce 
announcement：発表（内容）、告知、発表（行為） 

announcer：アナウンサー 

unannounced：前もって知らされていない、
事前発表［警告］がない 

greet 
greeting：あいさつ、あいさつのことば 

stain 
stainless：汚れのない、しみのない、錆びない
［ステンレスの］、傷のない、清浄な、無垢な 

serpent 
serpentine：曲がりくねった 

infer 
inference：推論 

eagle 
eaglet：子ワシ 

whistle 
whistling：口笛を吹く、ピーピー鳴る、口笛、
口笛のような音 

decoration 
decorative：装飾の、装飾的な 

decorate：装飾する、飾る、室内装飾をする、
叙勲する 

redecorate：模様替えする 

wreck 
wrecker：破壊者 

wreckage：（難破船、墜落した飛行機などの）
残骸 

solo 
soloist：独奏者、単独公演者 

yeast 
yeasty：イーストの、発酵する、泡立つ、泡で
できた、活気あふれる 

crush 
crushing：惨憺たる、決定的な 

crusher：押しつぶす器具 

abdomen 
abdominal：腹部の、腹筋



catalyst 
catalytic：触媒作用の、触媒の 

assassination 
assassinate：暗殺する 

assassin：暗殺犯 

dash 
dashing：威勢のいい、粋な、颯爽とした 

dasher：突進する人、颯爽とした人、計器盤 

heed 
heedful：注意深い 

heedless：不注意な 

mock 
mockery：嘲り、嘲笑、まがいもの 

mocking：嘲る 

mockup：（機械などの）実物大模型 

duck 
duckling：アヒルの子 

eloquence 
eloquent：雄弁な、能弁な、表情豊かな、 
（～を）雄弁に表す 

exposition 
expository：説明的な、解説的な 

raid 
raider：侵入者 

manipulate 
manipulator：操作者 

manipulative：巧みに扱う、ごまかしの 

manipulation：巧妙な処理、巧みな扱い、相
場の（不正な）操作、（勘定などの）ごまかし 

procure 
procurer：獲得者、売春の斡旋者 

procurement：獲得、調達、斡旋 

spear 
spearhead：（攻撃などの）先鋒、先頭に立つ、
最前線に立つ 

snap 
snappy：きびきびした、しゃれた、格好いい、
ぶっきらぼうな、快活な 

snappish：（犬など）噛みつきそうな、ぶっき
らぼうな、怒りっぽい 

compliment 
complimentary：無料の、称賛の 

optimism 
optimistic：楽観的な、楽観する 

optimist：楽天主義者、楽観論者 

surround 
surrounding：周囲の、近辺の 

swell 
swelling：腫れもの、（打撲による）こぶ 

swollen：腫れた、（川が）増水した 

condemn 
condemnation：非難 

compel 
compelling：注目せずにはいられないような、
心を引く、抗しがたい、強引な 

worm 
wormy：虫のついた 

tapeworm：サナダムシ 

wormhole：虫食い穴、《物理》ワームホール 

silkworm：カイコ 

exhaust 
exhausted：疲れ果てた、汲み干した 

exhaustion：極度の疲労、疲労困憊、枯渇、
使い尽すこと

exhausting：消耗させる、精根尽きさせるほ
どの 

exhaustive：徹底的な 

inexhaustible：枯渇することのない、無尽蔵の 

superstition 
superstitious：迷信深い、迷信的な 

frost 
frosty：霜の降る、厳寒の、霜に覆われた、（性
質などが）冷たい、冷淡な 

frosted：霜に覆われた、（ガラスなどが）つや
消しの、（菓子など）糖衣をかけた、霜の降り
た、ラメ入りの 

defrost：（冷凍食品を）解凍する、（車などの
窓についた）霜を取る 

rash 
rashly：性急に、無分別に、軽率に 

freeze 
freezing：凍るような、氷点下の、結氷の 

unfreeze： 解かす、解凍する、（資金、経済に
対する）凍結措置を解除する

freezer：冷凍庫 

frozen：冷凍した、凍るような、氷結した 

modulation 
modulate：調節する、（音量などを）変える、
転調する 

troop 
trooper：騎兵、砲兵 

pathetic 
antipathetic：反感を抱いた、虫の好かない、
生来嫌な 

apathetic：無関心な、無頓着な 

abide 
abiding：永続的な、不変の 

partisan 
bipartisan：２党の 

adhere 
adherence：固執、執着 

adherent：支持者 

adhesion：接着力 

adhesive：接着剤、粘着性の 

terminate 
termination：終了、妊娠中絶手術 

terminator：終結者、（月、星などの）明暗界線 

terminus：終着駅

terminal：（空港などの）ターミナル、（鉄道な
どの）終着駅、（バスの）終点、《コンピュー
ター》端末機 

interminable：際限のない 

franchise 
enfranchise：選挙権を与える 

disfranchise：選挙権を奪う、特権を剥奪する

interrupt
interruption：中断（させること）、中断期間、
話の腰を折ること 

uninterrupted：途切れない、連続した 

mold 
moldy：カビの生えた、かびた、意地悪な、い
かがわしい 

graft 
grafter：接ぎ木をする人、働き者、腐敗政治家 

grafting：接ぎ木、組織移植 

dialect 
dialectal：方言の、方言特有の 

pilgrimage 
pilgrim：巡礼者 

catastrophe 
catastrophic：大変動［災害］の、破滅の、悲
劇的な、大団円の 

allusion 
allude：ほのめかす、におわす、それとなく言う、
（間接的に）言及する 

hymn 
hymnal：讃美歌の、聖歌の 

brute 
brutish：獣のような 

brutal：残酷な、非人道的な、冷酷な、残忍な 

brutality：残忍性、野蛮性、無慈悲、残忍な
行為、蛮行 

linguistic 
linguistics：言語学 

linguist：言語学者 

jewelry 
jewel：宝石、宝石類、貴重な人［品物］

feudal 
feudalism：封建制度 

cruise 
cruiser：巡洋艦、クルーザー、パトカー 

feather 
feathered：羽のある、羽毛に覆われた 

greed 
greedy：貪欲な、強欲な 

delete 
deletion：削除、削除箇所 

indelible：忘れる［消す］ことのできない、消え
ない 

weed 
weeding：草取り、除草 

weedy：やせた、雑草の茂った 

dusk 
dusky：薄暗い、（色が）薄黒い 

treason 
treasonable：反逆の、大逆の、国事犯の



odor 
odorous：匂い［芳香］のある 

odorless：無臭の 

odoriferous：芳しい、（道徳的に）不快な、く
さい 

malodorous：悪臭のある、悪臭の漂う 

terrestrial
extraterrestrial：外界人、宇宙人、地球外生
命体の、外界の 

prudence 
prudent：慎重な 

imprudent：思慮のない、軽率な 

dive 
nosedive：急落、暴落、急落する、急降下する 

diver：潜水夫 

diving：ダイビング、潜水 

westward 
eastward：東へ、東部 

northward：北に向かって、北へ、北向きの、
北への、北、北方 

southward：南へ、南の、南向きの、南、南部 

ingenious 
ingenuity：発明の才、巧妙な策、独創性

thrill 
thrilling：ぞくぞくさせる、血湧き肉躍る、わく
わくさせる 

thrilled：ぞくぞくした、わくわくした 

glare 
glaring：紛れもない、目立つ、まばゆい、まぶ
しい、睨みつける 

turbulent 
turbulence：激動、混乱、乱気流 

sponsor 
sponsored：慈善事業基金の募金集めの、
後援する 

sponsorship：後援［協賛］ 

rack 
racking：拷問する、苦しめる、（痛みが）激しい、
（レンガなどの）階段積み 

embryo 
embryology：発生学、胎生学 

embryonic：初期の、胚芽の 

inhibit 
inhibitor：（化学反応の）抑制剤、抑制遺伝子 

inhibitory：禁止する、抑制する 

uninhibited：（因習などに）拘束されていな
い、ごく気楽な 

cohesion 
cohesive：結合させる、結合力のある 

betray 
betrayer：売国奴、背信者、裏切り者 

betrayal：背信、裏切り 

nut 
nutty：（ワインなどが）木の実のような味がす
る、木の実が入った、気の変な 

peanut：ピーナツ、はした金 

walnut：クルミ、クルミの木 

nutshell：木の実の殻、小さな容器［家］、要
約する、簡潔に述べる 

deceive
deception：だますこと、欺瞞、詐欺、ペテン 

deceptive：欺く、人を惑わす 

deceiver：詐欺師、ペテン師 

deceit：ペテン、詐欺、欺瞞 

deceitful：欺瞞的な、不正直な 

undeceive：誤りを悟らせる、迷いを覚ます 

antique 
antiquity：古代（特にギリシャ・ローマ時代）、
古いこと、（古代の）遺物 

antiquarian：骨董品［古書］（蒐集）の、骨
董品専門家 

antiquated：時代遅れの 

ancestor 
ancestral：祖先の、先祖伝来の 

ancestry：家系、血統 

dissolve 
dissolution：（結婚、事業上の契約などの）
解消、（議会の）解散、消滅、（機関などの）
解体 

accumulate 
accumulative：累積的な、増える 

accumulation：蓄積、累積、（複利による）元
金増加 

accumulated：蓄積された、累積された 

contemplate 
contemplation：沈思、瞑想、熟視 

trench 
entrench：安全な立場に置く 

clip 
clipped：きびきびした 

clipping：切り取ったもの 

clipper：刈る道具、快速大型帆船 

reflex 
reflexive：再帰の、反射的な 

dispose 
disposition：気質［性質］ 

predisposition：たち、傾向、（病気にかかり
やすい）素因 

disposal：処理、処分 

disposable：使い捨ての、随意に使用できる 

cite 
citation：引用文［句］、（勲功のあった軍人な
どに対する）表彰状、引用 

venerable 
venerate：深く尊敬する、崇める 

veneration：深い尊敬、崇拝、尊敬の念 

nausea 
nauseous：吐き気を催させる、胸の悪くなる
ような

nauseating：吐き気を催させる、嫌悪すべき 

nauseate：吐き気を催させる、不快にする 

aggregation 
aggregate：合計、総額、骨材、集合した 

melancholy 
melancholic：憂欝な 

bury 
burial：埋葬、葬式 

assemble 
assembler：組立工 

reassemble： 再び集める、再び組み立てる

assembly：議会、立法機関、集会 

creep 
creeping：ゆっくり進む 

creepy：ぞっとする、ぞくぞくする、不気味な 

benevolent 
benevolence：慈悲心、博愛、慈善、善行 

climax 
climactic：絶頂の、最高潮の 

anticlimactic：あっけない、竜頭蛇尾の 

anticlimax：期待外れ、興醒め 

invoke 
invocation：（神への）祈り、嘆願、詩神ミュー
ズへの祈り 

concession 
concede：認める、容認する 

conceded：認められた 

entrepreneur 
entrepreneurial：企業家の 

tiger 
tigress：雌トラ 

wipe 
wiper：拭う人、拭うのに用いるもの、雑巾、布
巾、ガンマン、殺し屋 

spoon 
spoonful：ひとさじの分量 

tablespoon：取り分け用の大さじ、大さじ１杯
の量 

teaspoon：ティスプーン、小さじ、小さじ1杯
の量 

indulge 
indulgent：気ままにさせる、寛大な 

acoustic 
acoustics：音響学、音響効果 

hinder 
unhindered：妨げられていない 

hindrance：妨害、邪魔、障害物 

sterile 
sterilization：不妊にすること、不毛にするこ
と、殺菌、滅菌 

sterilize：殺菌する、不妊にする 

spoil 
spoilt：（甘やかされて育って）不作法な、好き
放題に振舞う

unspoiled：損なわれていない、（子どもが）
甘やかされていない 

spoiler：妨害出版物、スポイラ― 



trim 
trimming：（料理の）付け合わせ、裁ちくず、
縁飾り 

trimmer：刈り込み道具 

telescope 
telescopic：望遠鏡の、望遠鏡で見た、伸縮
自在の 

dissent 
dissenter：反対者 

dissentient：多数意見に反対する 

tutor 
tutorial：（大学の）個別［グループ別］指導時間、
アプリケーションソフトに習熟するための学習
プログラム、個人［個別］指導［教習］の 

desktop 
laptop：小型のパソコン、ラップトップ 

restrain 
restraint：規制、制限、シートベルト 

unrestrained：抑制のない、のびのびした 

tedious 
tedium：退屈 

forbid 
forbidden：禁止された 

forbidding：険悪な、怖い 

futile 
futility：無用、無駄、無価値、無益、無用のもの、
軽はずみな行為、愚かな行動、無用の努力 

extravagant 
extravagance：浪費（癖）、贅沢（品） 

extravagantly：贅沢に、浪費的に、途方もなく 

extravaganza：豪華絢爛なショー 

diligence 
diligent：勤勉な、精励な 

pyramid 
pyramidal：ピラミッドの（ような）、巨大な、角
錐の 

magnet 
magnetic：磁石の、人を引き付ける力のある、
非常に魅力のある 

magnetism：磁性、磁力、魅力 

magnetize：磁化する、（人を）魅了する 

magnetization：磁化 

delegate 
delegation：代表団、委任 

shrink 
shrinkage：縮み、収縮、収縮量 

shrunken：しなびた 

wilt 
wilted：しおれた、しんなりした 

glue 
gluey：べたべたする、にかわを塗った 

unglued：剥がれた、かっとなった、我を忘れた 

glutinous：にかわ質の、粘着性の 

amiable 
amiably：優しく、親切に、愛想よく 

amiability：優しさ、温和 

bicycle 
unicycle：一輪車 

cyclist：サイクリスト 

motorcycle：オートバイ 

tricycle：三輪車、オート三輪車 

peninsula 
peninsular：半島の 

pseudo 
pseudonym：筆名、匿名 

pseudo-science：似非科学 

desolate 
desolation：荒涼、もの寂しさ

desolateness：荒涼、荒廃 

provoke 
provocation：挑発、刺激、怒らせる原因

provoked：怒った、腹が立った

provocative：挑発的な、（性的に）刺激的な

unprovoked：正当な理由のない 

vine 
vineyard：ブドウ畑、ブドウ園

grapevine：ブドウのつる［木］、噂の経路、秘
密の情報網 

vinous：ワインの、ワインに酔った 

dictate 
dictation：書き取り、口述、ディクテーション

embarrass 
embarrassed：ばつの悪い、気まずい、当惑
した、財政的に困難な、お金のない  

embarrassing：厄介な、ばつの悪い、当惑した 

timid 
timidity：臆病、内気 

tolerant 
intolerant：不寛容な、偏狭な、（食物、薬に
対する）過敏症の 

tolerance：容認、寛容、雅量、（薬などに対す
る）耐性、耐薬力、公差 

intolerance：頑迷、我慢できない性質、過敏
症、偏狭 

reminiscent 
reminisce：（楽しかったことの）追想に耽る 

commence 
commencement：始め、開始、学位授与式、
卒業式 

diameter 
diametrically：正反対に 

designate 
designation：指定、指名、名称、称号 

infamous 
infamy：悪名、汚名、非行 

lumber 
lumbering：重 し々そうに動く 

faction 
factious：党派的な、党争を好む 

diversion 
divert：他にそらす、（金などを）転用する、（関
心を）他に転じる 

diversionary：注意をそらせる 

resign 
resigned：服従的な、諦めている 

resignation：辞職、辞任、忍従、甘受、諦め 

anesthesia 
anesthetic：麻酔の、麻酔薬 

gum 
gummy：ゴムのついた、ねばねばする、（笑う
と）歯茎が見える 

precipitate 
precipitately：真っ逆さまに、性急に、突然

dough 
doughy：パン生地のような、生焼けの、（知能
の）鈍い 

refrigerator 
refrigerate：冷蔵する［冷蔵庫に保管する］ 

refrigerated：冷蔵した 

refrigeration：冷却、冷凍 

wary 
wariness：注意深いこと、慎重 

warily：注意深く、用心して 

alloy 
unalloyed：純粋な、（金属が）合金でない 

cube 
cubic：立方体の、容積［体積］の、正六面体の 

cubicle：仕切った小部屋 

transcript 
transcription：写すこと、筆写、コピー、表記、
編曲 

transcribe：書き写す、コピーする、筆記する、
発音記号で転写する 

extinct 
extinction：絶滅、死滅、消滅 

skeptical 
skeptic：懐疑論者、疑い深い人 

skepticism：懐疑、無神論 

dine 
dining：食事、正餐 

diner：（レストランなどで）食事する人 

doom 
doomed：運命づけられた、悲運の 

doomsday：最後の審判の日 

malice 
malicious：悪意的な、敵意のある 

corrosion 
corrosive：腐食性の、腐食剤 

corrode：腐食する、浸食する 

dissemination 
disseminate：（情報などを）流布する、広める、
（種子を）ばら撒く 

ornament 
ornamental：装飾用の 

ornamentation：装飾 



vent 
ventilation：通風、換気装置、（自由）討議、問
題の公開討論、（意見、感情などの）表出、
発露 

ventilate：換気する、（意見、感情などを）述
べる 

ventilator：送風機、通風口、人工呼吸器 

hyperventilate：過換気する 

deference 
deferential：敬意を表する、恭しい 

proclaim 
proclamation：宣言書、声明書、宣言、発布 

proficiency 
proficient：堪能な、熟達した 

merge 
merger：（会社などの）合併 

jest 
jestingly：おどけて、ふざけて 

isolate 
isolated：孤立した、隔離された 

isolation：孤立、分離、隔離 

durable 
durability：耐久性、耐久力 

hygiene 
unhygienic：非衛生的な 

hygienic：衛生的な 

teenager 
teenage：（13歳から19歳までの）十代の 

dew 
dewy：露に濡れた、露の宿った 

duplicate 
duplication：二重、重複、2倍、複写、複製 

idiot 
idiocy：白痴、白痴的言行 

idiotic：ばかばかしい、ばかな 

ubiquitous 
ubiquity：至るところに存在すること、偏在 

remorse 
remorseful：後悔している、自責の念でいっぱ
いの 

remorseless：執拗な、止め難い勢いの、無
慈悲な、仮借のない 

obsolete 
obsolescence：老朽化、廃れかかっていること 

obsolescent：次第に廃れて行く、旧式の、（器
官などが）退行性の 

paralysis 
paralyze：麻痺させる、無力にする、無能にする 

vigor 
vigorous：活発な、活気のある、元気な 

invigorating：元気づける、爽快な 

invigoration：元気づけること、鼓舞、激励 

invigorate：元気づける、活気づける、鼓舞する 

paternal 
paternity：父であること 

paternalism：（政治、経済などでの）家族主
義的統治［経営］ 

affiliated 
affiliate：提携する、加盟する 

affiliation：提携、加入、入会 

lapse 
lapsed：過ぎ去った、消え去った、堕落した、
信仰を失った、廃れた、失効した 

depict 
depiction：模写、叙述 

bald 
baldheaded：禿げ頭の、向こう見ずに 

baldly：禿げ頭の人 

baldness：禿げ、率直さ 

obsession 
obsess：（妄想などが）取りつく、（ある考えな
どが人に）付きまとう 

obsessive：妄想に取りつかれた、強迫観念の

inspect
inspection：査察、点検 

inspector：検査官、監督官、警部補、検札係 

pearl 
pearly：真珠で飾った、真珠のような 

indictment 
indict：起訴する 

woe 
woeful：悲惨な、哀れな、悲しみに満ちた、悲
痛な 

woebegone：悲痛な、悲嘆にくれた 

stunning 
stun：（頭を打って）気絶させる、茫然とさせる、
感銘を与える

stunner：すごく魅力的なもの［人］、気絶させ
るようなもの［人］ 

vocation 
vocational：職業（上）の 

trifle 
trifling：つまらない、些細な 

frail
frailty：高齢者の筋力や活動の低下、虚弱、
意志薄弱、心弱さ 

crawl 
crawler：おべっか使い、這い回るもの、赤ん坊 

bureau 
bureaucratic：官僚の、官僚主義的な、形式
主義の 

bureaucrat：官僚 

bureaucracy：官僚的形式主義、官僚政治 

dial 
redial：ダイアルを回し直す、電話をかけ直す、
自動再ダイアル機能 

frown 
frowning：しかめっ面の、不機嫌な、険悪な
表情の、威圧するような 

temperate 
temperance：禁酒、節制、自制 

evaporation 
evaporate：蒸発する［させる］、消え失せる 

incision 
incise：刻み込む、彫る 

violet 
ultraviolet：紫外線の 

cancel 
cancellation：取り消し、取消されたもの、キャ
ンセル 

irritate 
irritated：いらいらした 

irritation：苛立たせること、苛立たせるもの、
刺激するもの、刺激、興奮 

irritating：興奮させる、刺激する、腹立たしい、
いまいましい 

irritable：いらいらする、怒りっぽい 

irritability：怒りっぽいこと、短気、《生物》刺
激感受性、《生理》過敏性 

navigate 
navigation：航海（術）、運航 

navigational：航海の、飛行の 

navigator：操縦士、航海士 

navigable：（川などが）船が航行できる 

groom 
bridegroom：新郎 

grooming：身だしなみ、身づくろい、（動物の）
毛づくろい 

dubious 
indubitable：疑問の余地のない、明白な 

wedge 
wedged：楔形の、釘付けになって 

discrepancy 
discrepant：相違する、相反する、つじつまが
合わない 

ecstasy 
ecstatic：恍惚とした、忘我の 

blush 
blushing：顔を赤らめた、恥ずかしがりの、赤
面、恥ずかしがること 

tyrant 
tyrannize：圧政を行う、暴君のように支配する 

tyrannical：暴君の、専制的な 

tyranny：圧政、暴圧、暴虐行為、 独裁（政
治）、独裁国家

invent 
invention：発明、発明品、でっちあげ、捏造、
創意力、独創性 

inventor：発明家、創案者 

inventive：創意的な 

reinvent：完全に作り直す 

toss 
toss-up：五分五分の見込み 

excavation 
excavate：発掘する、穴を掘る 

luminous 
luminance：明るさ［輝度］ 

luminary：先覚者［指導者］



luminosity：光明、光輝、発光（性）、発光物
［体］、知的優秀性、聡明、才気溌剌 

blaze 
blazing：焼けるように暑い、猛烈な、激烈な 

ablaze：燃えたった、燃え上がるような、輝く、
激怒した 

apologize 
apology：謝罪、弁解 

apologetic：すまなそうな、謝罪の 

deprive 
deprived：（経済的、社会的に）恵まれない 

deprivation：（官職、特権などの）剥奪、（生
活必需品などの）欠乏 

delusion 
delusional：妄想的な 

delude：欺く、惑わす 

delusive：欺瞞的な、幻惑する 

satire 
satirical：風刺的な 

satiric：あてこすりの、風刺的な、風刺を好む、
皮肉な 

intestine 
intestinal：腸の、腸管の 、腸に寄生する

yoke 
unyoke：（ウシなどの）くびきを外す、解放する 

logistics 
logistical：兵站の、輸送の、業務組織に関する 

rehearsal 
rehearse：リハーサルをする、（したり言おうと
していることを）予行する 

serene 
serenity：静かさ、晴朗、のどけさ、うららかさ、
（心、生活の）平穏、平静、落着き 

redundant 
redundancy：余分、過剰、冗漫 

respiration 
respirator：人工呼吸器、ガスマスク 

respiratory：呼吸の、呼吸器の 

pronoun 
pronominal：《文法》代名詞の 

mute 
muted：消音された、（音が）弱められた、（色
や光を）和らげた、弱音器をつけた 

congress 
congressional：国会の、議会の

congressman ：国会議員、下院議員

arrogance 
arrogant：傲慢な 

inhabit 
cohabit：同棲する 

habitation：居住、居住地、住居 

inhabitable：住むに適した 

confine 
confinement：監禁、拘束、分娩、出産 

shrewd 
shrewdness：如才ないこと、抜け目のないこ
と、機敏、利口 

unanimous 
unanimity：満場一致 

leak 
leakage：漏出、漏れること 

leaky：漏れる、漏れやすい 

pronounce 
pronouncing：発音の、発音を表示する、発
音、宣言、発表 

pronounced：際立った、断固とした、明確な 

pronunciation：発音 

mispronunciation：間違った発音 

dislocation 
dislocate：脱臼させる、混乱させる 

uterus 
uterine：子宮の 

fright
frightful：ぞっとするような、怖ろしい、ものす
ごい 

frighten：驚かす 

frightening：恐ろしい 

recollect 
recollection：記憶力、記憶していること 

repent 
repentance：悔い改め、悔悟、後悔 

repentant：悔いる、懺悔する 

unrepentant：後悔していない

tame 
tameness：飼いならされていること、従順 

untamed：飼いならされていない、野生のま
まの 

tamer：調教師 

invade 
invasion：侵略［侵入］、襲来、殺到、侵害 

invasive：（疾病が体内に）伸び広がる、健康
な組織を冒す、外科的な処置を要する 

invader：侵略軍［国］ 

astronomy 
astronomer：天文学者 

astronomical：天文学の、（量などが）天文
学的な、膨大な 

carpenter 
carpentry：大工仕事、木工品 

notify 
notification：お知らせ、通告、通知 

salute 
salutation：あいさつ、あいさつのことば 

jam 
jamming：電波妨害 

cling 
clingy：粘着性の、くっつきやすい 

probation 
probationary：試用期間中の、保護観察中の 

treachery 
treacherous：裏切りをする、信頼できない、
（見た目では分からないが）危険な 

align 
alignment：整列、（政治的な）提携、支持 

idol 
idolater：偶像崇拝者、異教徒、崇拝者、心酔者 

idolatry：偶像崇拝、崇拝 

dwarf 
dwarfish：小人のような、（極端に）小さい、い
じけた、（知能などが）委縮した 

radioactive 
radioactivity：放射能 

radiology：放射線学 

raft 
rafting：ラフティング［筏での川下り］ 

rafter：筏乗り、筏を作る人、垂木 

menace 
menacing：威嚇的な、怖ろしい剣幕の 

dazzling 
dazzle：眩しがらせる、幻惑させる、眩しいこ
と、幻惑 

calamity 
calamitous：災難をもたらす 

sting 
stinging：刺す、刺すように痛い、ひりひりする 

stingy：しみったれた 

stinger：刺すもの、棘のあることば、当てこす
り、皮肉 

prohibit 
prohibition：禁止、禁止令、禁止規定 

prohibitive：禁止の、高価で手が出せない 

bestow 
bestowment：贈与者、授与者 

bestowal：贈与、授与、処置、貯蔵 

prescribe 
prescribed：規定された、予め定められた 

prescriptive：指示する、規範的な、慣行で認
められた 

prescription：処方箋、処方薬 

relentless 
relent：軟化する、緩む 

uprising 
uprise：立ち上がる、出現する、発生する、発
生、暴動、日の出 

tacit 
tacitly：無言で、それとなく 

taciturn：寡黙な 

taciturnity：寡黙 

ascend 
ascent：上ること、上り坂、上昇、向上 

incarnation 
incarnate：権化［化身］となる、人間の姿をした 

reincarnation：生まれ変わり 
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scatter 
scattering：ちりぢりの、ばらばらの、まばらな、
分散した、撒き散らすこと、分散 

yearn 
yearning：渇望、憧れ 

confuse 
confused：混乱した、不明瞭な 

confusing：混乱させる 

confusion：混乱、混同、当惑 

superfluous 
superfluity：余分、過剰 

revive 
revival：回復、復活、復興、再流行、再上演 

cynical 
cynicism：冷笑、皮肉る性癖、冷笑主義 

cynic：冷笑家、皮肉家 

rob 
robbery：強盗 

robber：強盗 

omit 
omission：省略、除外［脱落］されたもの 

embody 
embodiment：化身［権化］ 

disembodied ：（声などが）姿の見えないとこ
ろから出る、（霊魂などが）肉体から分離した


