
意味的に関連する動詞語葉目録

- 語引き意味論関係文献目録-

加 藤 和 夫

私達は昨年 3月,r日本語研究第 1号Jに.｢.掛味論

関係文献日録｣をまとめた｡そのEl呈剥ま,論文題名,

著者,出典,発行年月別こついてまとめたものであっ

た｡しかし,そのような文献目妄剥ま,論文の有無や所

在などについて知るには便利なものであるが,それぞ

れの論文の具体的な内容については,現物を手にしな

ければ知ることができない.さて,現在私達は.頬義

語の組み合わせによる助詞の意味分析を中心に,意味

論について勉強している｡その際,まず何と何が規義

語と考えられるかという点が問題 となるO一般に頬義

語とか.反義語とかいわれているが,その定我はおろ

か,個々の語についてどの語が類義語であるのか,関

連する語であるのかという認定の仕方も偶人によって

異なる｡これらは,それぞれの語の分析の結果,はっ

きl)するものかもしれない ｡ だが,それぞれの語の分

析に際 しては,多かれ少なかれ類似する意我をもつ語

あるいは関連する語との比較が必要である｡この瓜で,

r分類語粂表Jは有益である｡しかし,これも完全と

いうわけではない｡過去に発表されている論文等で類

義語あるいは関連語 とされる語が異なる項目に別れて

入っていたり,あるいは一語 として分析されている語

がいくつもの項目に別れて入っていたりすることは多

い｡そこで,まず r分相語粂衷J と合わせて,従来の

文献において頬義あるいは関連すると考えられ分析さ

れた語の目録があれば,語の分析にもまた語桑の構造

を考える上にも便利ではないかと考えた｡さらに,負

体的な意味分析の際には,意味分析の対象とする動詞

が,従来の研究において,どのように記述されている

かを参照しないわけにはいかない｡そのような時,あ

る動詞が,どの文献において言及されているかを知る

ことができる文献目録があれば.非常に便利ではない

かと考える仲間は少 くなかった｡そこで,そのような

両方の情報を提供してくれる目録を,｢意味的に関連す

る動詞語粂 目録一語引き意味論関係文献目録-｣とし

てまとめた｡

本日錨は,各文献において分析の対象となっている

動詞の類義語の組み合わせを,その文献名とといこ示

したものである｡配列は,組み合わせに含まれている

動詞の r分類語発表Jにおける項目番号順 (各項目内
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の順序は五十普順)である｡したがって,例えば文献A

に,｢学ぶ｣(項目番号2.305)と ｢考える｣(項目番号

2.3060)の二動詞を頬丑語の組み合わせ とする意味分

析がある場合は,本日錨の ｢2.305｣と ｢2.3060｣の両

方の簡所に,文献名Aが,｢学ぶ ･考える｣の組み合わ

せととに示されることになる｡

なお.本 目録では,r分類I語粂表Jでは ｢返す｣と

｢帰す｣のように異なる淡字をあて,異なる項 目に入

るものでも.｢かえす｣ という一語として扱っている｡

このような処理は多義語の場合,その区分の仕)Jが問

題となるが.今回は辞書Fの見出しあるいは従来の分析

を参考にこの区分を試みた｡

本目録の具体的な使用法は以下のとおりである｡

1) 検索する動詞が,国立国語研究所資料集6(1964)

r分類語発表Jの ｢五十音 順索引｣で,いかなる

項目番号に分類されているか調べる｡

2) 調べた項El番号にしたがって,本目録の該当節Iirr

を調べる｡

3) 該当箇所には,以下の凡例にしたがって,関連.流

および文献が示 してある｡
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① 見出し項目番号

② ｢つ く｣｢たかる｣｢とまる｣｢到達する｣｢ぴ

ったり｣｢まさる｣の六つの語を頬義語の組み合

わせ とする意味分析が,文献KiとRと41にある

ことを示 している｡アルファベ ットと数JlI･は略

号で,凡例は下に示すとおりである｡

(診 KiとRは辞酋形式の文献である｡そこで,孤

み合わされている類義語のうち,見出し語とな

っている語に.Kiについては●を.Rについては

○をっけた｡
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④ 下線部は.｢つ く｣｢たかる｣｢とまる｣｢到達

する｣｢ぴったり｣｢まさる｣の六つの語のうち,

下線部の ｢つ く(舵)｣が,2.111に属 して

いることを示 している｡

⑤ 見出 し項 目番号 (2.111)に属 さない

｢つ く (疏)｣以外の譜.｢たかる｣など,につい

ては,それぞれ語の右に,r分類語発表Jの項

目番号を示 した｡これらの語の配列は,五十音

順である｡

⑥ ｢つ く｣のように浜字による意味 ･用法の使い

分けがあI),r分類語発表Jの項目番号 も漢字ご

とに異なる場合は,見出し項目番号に属する｢就

く｣を,下線部の ｢つ く｣の右に ()で示した｡

見出し項目番号に属さか ､｢着 く｣｢付 く｣｢恐

く｣の項目番号は,′ト活字で示 した｡

⑦ r分類語桑表Jで,用の頬 (項目番号は ｢2.｣)

に分類されない,体の頼 (項目番号は ｢1.｣)

と相の頬 (項目番号は ｢3.｣)の語は,用の類

の語の後ろに配列 した｡さらに,サ行変格活用

の漢語動詞については,漢語部分の該当項目番

号を示 した｡

⑧ r分類語桑表Jに収録されていか ､語には,｢ナ

シ｣を右につけ,放後に配列 した｡
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2.111

'あずかる 〔与〕預かる2.378 あすける2.378

あずかる 〔与〕潮かる2.378 いただく2.1132.377

Ki

うけとる2.377 かりる2.378 もらう2.377 D

あずかる (与)瓶かる2･378 うけとる2.377 か う2.376

かりる2.378 もらう2.377

0かかわる .盟主互

'ij=がう2.363 2.367 そ う副う2.1122.)556添う2.1562

沿う2.17 Ki

エアしたがう2.3632.367 服する2.363 服従する1.3672 R

つ く(舵)rrく2.1521付く2.1560退く2.3312.3683

たどりつ く2.1521

二っ ((恥 荊く2.1521付く2.1560恐く2.3312.3683

とどく2.1521 到着する1.1521

つく(就)菊く2.1521付く2.1560速く2.3312.3683

たかる2.1555 とまる2.15212.333

つ く(壁土蒋く2.1521付く2.1560恐く2.3312.3683

つける称ナる2.1132.333付ける2.1560 はなす2.1561

はなれる2.1561

_Iつく(卿 前く2.1521付く2.1560ib.く2.3312.3683

いたる2,1521 およぶ2.1521 達する2.1521

とどく2.1521

つく(戟)蒋く2.1521付く2.1560悲く2.3312.3683

いく2.1527 おしかける2.1521 かけつける2.1521

つめかける2.1560

ひび く2.503 する2.342 とどろく2.503 なる2.503

よる〔撫〕寄る2.1560

せまる2.1560

つめよる2.1560

よる 〔卿 寄る2.5160

くっつく2.1560

ちかづ く2.1560

侍る･l,tる2.1562 おしよせる2.1560

ちかづ く2.1560 ちかよる2.1560

よせる2.15602.172.3(冶2
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あと旦 2.1563 ぶつかる2.1563
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ぶつかる2.1563 ふれる触れる2.1560狂LLる2.300
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にかよう ○にる 頬する 類似する1.1121

事にる

2.113

あえ_を 呈埜阜

あぴせる かける2.15152.3062 そそぐ2.384

あぴる かぶる2.333
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む立を2.333 きる2.3:u

む主旦2･31･u つける (xi)2･333付ける2･1560 きる2･333

は く2.333 はめる2.1516

0からむ2.1550 からまる2.155O

坐_ら_む からまる2.1550 からみつ く2.1550

こんがらかる2.1550 もつれる2.1550

R 要する2.125 必要だ3.121

10 と上.壬 かくまう

Ki oか くす 壁土旦 立並互

R oか くれる 旦王立 2.1532

32 か くれる ひそむ2.1532 こもる2.1532

空士 2.1530 二三遥 2.1530

D と土 2.1530 lrn 2.1530 さがる2.1540

R さける2.15152.1540 ひっこむ2.15302.18

ひっこめる2.15302.18

D

Ki

良

R

Ki

D

R

D

D

Ki

R

N と土 2.1530 三五2.1530 いれる2.1530 はいる2.1530 D
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互生2.1530 TeLi2.1530 さがる2.1540

さげる2.15152.)540 しさる2.1526

しりぞく2.1526 す.さる2.】526 すすむ2.1526

すすめる進める2.15262.16勧める2.367

ひく退く2.1526挽く2.15642.1571引く2.15642.3062

按く2.1571抑く2.322.337 ひっこむ2.15302.18

ひっこめる 2.15302.18

ヱ旦2.1530 とぴちる2.1552 ながれる2.1523

ほとばしる2.1523

三五2.1530 はいる2.1530 もる2.1532 もれる2.1532 D

三五2.1530 つきだす2.1530 でっぼる2.18

でぼる2.18 ひっこむ2.15302.18

ひっこめる2.15302.18 つきでるナシ

iu 2.1550 しらす2.312 しらせる2.312

すっぱぬ く2.313

は起旦 しれる2.3060

0ばれる 露見する1.1210

2. 122

旦主星2.1513 うずくまる2.3391 かがむ2.1570

かしぐ2.1514 かたむ く2.1514 しかける2.3391

ころJI2.1514 しゃがむ2.3391 すわる2.15132.3391

たおれる2.1514 たつ立つ2.15132.1521経つ2.16

唖つ2,382 ねる2.15132.300 2.333 はう2.15232.3392

ひっくりかえる2.1513 ふす2.1513

よこたわる2.1513

塩 を2.1513 ●おこす (起In)起こす2.1513

ぬる2.15132.300 2.3㍊

おきる2.1513 0おこる 生じる 発生する1.1210

金主_互 生ずる (生じる) 産土五 三皇旦

なりたつ

●できる

○できる よくする2.131 可能3.123

皇_主 事する2.342

皇亙 かわる変わる2.1122.1500代わる2.1501

ぼける2.1500 変ずる2.1500 変化する1.1501

2.124

うしなう ●なくす

うしなう 皇_L宜 なくする ナシ

うしなう 互と土2.1540 を⊥土
うしなう 畠上土2.1540 を上土 喪失する1.1243

粉失する1.1243

0おとす2.1540 おっことす2.1540

畠上す 2.1540 おろす降ろす2.1541卸す2.376

さげる2.15152.1540 たらす2.15152.1540

iiii 2.1540 あがる 〔終〕2.1502上がる2.1540〔食〕2.333

あげる2.15402.377 おちる2.1540 おりる2.1541

おろす降ろす2.1541卸す2.376 くだる2.1540

D さがる2.1540さげる2.15152.1540 のぼる2.1540

●きえる

D とえ旦 なくなる2.582

D と里主 査⊥土

R o つきる ほてる2.1502

なくなる2.582ほろぴる

○なくなる2.582 喪失する1.1243 紛失する1.1243

旦こ宜 ●のこる あます2.1580 ●あまる2.1580

旦三五 あまる2.1580

のこる とどまる2.1512

0ほろぴる ほろぶ 滅亡する1.1243

2.125

三上追 2.121 夏生左

上上丘 2.121 里土星 かかる掛かる2.1515罷る2.585

Ki 必要だ3.121

R うっちゃらかす ほったらかす 放置する1.1250

放任する1.367 すておくナシ すてとくナシ

D oほうってお くナシ ほっておくナシ

Ki ほっとくナシ

R すたれる おとろえる2.3792.1583

Ki かれる滑れる･喝れる2.513枯れる2.582

さびれる2.379 しおれる2.582

Ki

D

N

R

R

15

D
Ki

D
D

R
D

R
Ki

KO
D
R

D すてる ●おちる2.1540 おとす2.1540 ひろう2.3393 Ki

2.123

つくりあげる2.386 でっちあ埋る つ くりだす2.386D

2室生2.1571 きる2.1571 くずす2.1571 くだく2.1571

こわす2.1571 さく2.1571

たつ絶つ2.1502放つ2.1571 ちぎる2.1571

やぶる2.15712.353 わる2.15712.3062 D

つぶれる2.1571 くずれる2.1571 〇二われる2.1571 D,R

上 りさる とりのぞく 虫全土2.1531 のける (酎

〔退〕2.1521 旦 呈上 蛙遥上 略す (略する)

どける2.1521 省略する1.1251 どかすナシ

のかすナシ

●とる (敬)2.370採る2.3061執る2.3393〔漁)2.381

とれる2.1561

上る (取)2.370採る2.3061執る2.3393〔漁)2.381

ぬ ぐ2.1132.333

とる (敬)2.370採る2.3鴨l執る2.3393〔漁〕2.381
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あたえる2.377 うける2.15152.377-うる2.376

か う2.376 くれる2.377 もらう2.377

やる2.3422.377 わたす2.1521

やげうつ 投ずる2.1516 なげる2.1516

0ほうる2.1521

のける 〔退〕除ける2.125 9どける

○はぶ く 些旦｣畢す る)

○はらう (臥)2.371敵う2.336 しはらう2.371

支弁する1.3700

はらう (礼)2.371敵う2.336 あたえる2.377

たてかえる2.371 やる2.3422.377

2.130

二棚 欠如する1.120

絶 え星 ○そなわる 具備する1.1244

ととのえる くしけずる2.3851 す く2.3851

とかす解かす2.1550溶かす2.5160

0そろえる とりそろえる

2.131

よくする (舵)○できる2.122 可能 3.123

2.132

組 む .515 こわす2.1571

0そこなう2.15712.585 そこねる2.15712.585 .

損ずる (姐 じる)

2.133

ずぬける2.19 す ぐれる2.19 ずばぬける2.19

ぬきんでる2.19

ずぬける2.19 す ぐれる2.19 ずばぬける2.19

ぬきんでる2.19 ひいでる2.19 まさるナシ

○とl)あわせ る 起土五

〇にあう うってつけ3.133 につかわしい3.133

ふさわしい3.133

2.134

しめる二(柿)2.1565閉める2.1553枚める2.1570

くびる2.1570

0しめる (掛 2.1565閉める2.1553枚める2.1570

とぎす2.1553 とじる閉じる2.1553投じる2.3851

しめる (柿)2.1565閉める2.1553枚める2.1570

しまる閉まる2.1553締まる2.1570 とぎす2.1553

とじる閉じる2.1553損じる2.3851 ふさがる2.1565

ふさぐ2.15652.301

しめる (柿)2.1565閉める2.1553枚める2.1570

あく明く･空く2.135糊く2.1553

14 あける抑ナる2.1553明ける2.16

しまる閉まる2.1553締まる2.1570 とざす2.1553

R とじる閉じる2.1553揖じる2.3851 ひらく2.】553

R ひらける2.15532.330

R はる (孤)2.1565【操12.1563 ひく退く2.1526

挽く2.15642.1571引く2.15642.3062按く2.1571

R 抑く2.322.337 ひっぼる2.1564

埋る(艶)2.1565〔擁〕2.1563 うつ打つ2.15632.383肘つ2.353

D 撃つ･射つ2.3851 たた く2.1563 なぐる2.1563

ひっぱた く2.1563 ぶつ2.1563

はる 価 )2.1565〔操】2.1563 あてがう2.1552

R あてる2.1563 お く2i15r15 しく2.1515

R すえる2.1515 つける付ける2.1560藩ける2.1132.333

のせる2.1541

D てひきしまる 緊張する1.1340

R

38

2.135

あ く(明･空)開く2.1553 ●あける開ける2.1553明けi2.16

とじる閉じる2.1553綴じる2.3851 ひらく2.1553 Ki

あく 仰 ･空)聞く2.1553 あける脚する2.1553明ける2.16

しまる閉まる2.1553締まる2.1570

しめる蹄める2.1342.1565閉める2.1553枚める2.1570

とぎす2.1553 とじる閉じる2.1553揖じる2.3851

ひらく2.1553 ひらける2.15532.330 5

さわる 傭)触る2.1560 ふれる附 しる2.1560征れる2.300 Ko

さあ る 順〉触る2.1560 いじる2.3393

'ふれる触れる2.1560狂れる2･.3∝) Ki

D 阜わる (陣)触る2.1560 あたる2.1122.1563

ぶつかる2.1563 ふれる臥しる2.1560在れる2.300l D

D 〇さわる (剛 触る2.1560 積する2.1560

R ふれる触れる2.1560征れる2.300 接触する1.1560 N.氏

きわる 順 )触る2.1560 あてる2.1563

R たたきつける2.1563 ぶつける2.1563

ふれる触れる2.1560在れる2.300

2.14

D あおる 盟 主2.515坤る2.3394 のむ2.3394

あおる (焔)2.515中る2.3394 あお りたてる2.3682

けしかける2.3682 そそのかす2.3682

0はlJあう 対立する1.1240

岬 を もりあげる くぼむ2.157li.18

へこむ2.18

N･
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2.1500

かえる ●かわる (射 2.112代わる2.1501

地主五 〇かわる (餐)2.112代わる2.1501 魔王旦_

女わる (変)2.112代わる2.1501 くずれる2.1571

こわれる2.1571 なおる紅る2.1501治る2.585

かわる (変)2.112代わる2.1501 ぼける 査王且

なる2.122 変化する1.1501

2.1501

あらためる ○なおす 峰 )2.3072.3850約す2,585

修理する1.3850

いれかわ.a o交替する1.1503

わる2.15712.3062

Ki たつ (絶)放つ2.1571 きる2.1571 くずす2.1571

R くだく2.1571 こわす2.1571 さく2.1571

ちぎる2.】571 つぶす2.1232.1571

D やぶる2.15712.353 わる2.】5712.3062

oはじめる とりかえる2.1501 着手する1.1505

D はてる ○っきる2.124

やすむ (休)2.332 ●はたらく2.332

2. 1503

R,17 0うけつ ぐ 継承する

R ●っづ く つづける

●かわる (代)変わる2.日22.1500 かえる2.1500

二かわる (代)変わる2.1122.1500 化する2.1500

変ずる2.1500

かわる (代)蜜わる2.1122.1500 なる2.122 ぼける2.1500

変ずる2.1500 変化する1.1501

かわる (仰 変わる2.1122.1500 なおる (耐 治る2.585

くずれる2.1571 こわれる2.1571

0とl)かえる 交換する1.1503

とりかえる ○はじめる2.1502 着手する1.1505

なおす (粧)2.3072.3850治す2.585 つ くろう2.3850

0なおる (郎 治る2.585 回復する1.1504

なおる (抑 治る2.585 ぶ りかえす

もどる2.1527

0ぶ りかえす 再発する1.1211

2.1502

あがる 〔終日 釦 2.333上がる2.1540

のぼる2.1540

'あがる 坤日 食〕2.333上がる2.1540

Ki
2.1510

R うごかす ●うごく うつす移す2.1521写す2.32

映す2.501 うつる移る2.1521写る2.32映る2.501

D i三上 うごめく

D 2. 1511

R そよぐ ゆらぐ ゆらめ く ゆれる

R ふる (卸 ゆすぶる ゆする (描)〔強那 2.352

D oふるえる 振動する1.1510

R 地 主 ●まわる2.1523 旦上皇2.1523

0まわる2.1523 め上丘 2.1523

D ゆする (描)〔強情〕2.352 せがむ2.352 せびる2.352

R ねだる2.352

ゆする (描日強情〕2.352 せがむ2.352 せびる2･352

ねだる2.352 もとめる2.352

Ko.3,4,21.22 2. 1512

とどまる ○とまる (ll‥)泊まる2.333

あげる2.15402.377 おりる2.1541 くだる2.1540

さがる2.1540 のぼる2.1541

あがる 〔終〕〔食】2.333上がる2.1540 いただく2.1132.377

くう2.333 くらう2.333 たいらげる2.353

たべる2.333 のむ2.3394 め しあがる2.333

あがる (終)〔食〕2.333上がる2.1540 あげる2.15402.377

おちる2.1540 おとす2.1242.1540 おりる2.1541

おろす降ろす2.1541卸す2.376 くだる2.1540

さがる2.1540 きげる2.1515 のぼる2.1540

おえる おわる ●すむ

とどまる のこる2.124

Ki oとまる (止･馴 泊まる2.333 やどる2.333

宿泊する1.3331

D

D

R

R

Ki

氏

Ki

D

D

R
Ki

R

とまる (止･留)泊まる2.333 たかる2.1555

D つ く付く2.1560就 く2.111瀬く2.1521恐く2.3312.3683 D

2. 1513

0うちたてる 樹立する1.122

D 皇皇旦 2.122 oおこる2.122 生 じる2.122

Ki 発生する日 210

主よ旦 iii21 'はじまる はじめる 生める_ Ki 互と互2.122 'おこす (起)起こす･興す2.122

たつ (掛 放つ2.1571 ●きる2.1571 さく2.1571

たつ (絶)放つ2.1571 きる2.1571 くだ く2.1571

さく2.1571 ちぎる2.1571 やぶる2.15712.353

Ki ねる2.300 2.333

占皇_互2.】22 王と旦 2.3391

たつ(立)2.1521線つ2.16祉つ2.382 _ね旦 2.3仙 2.333
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ふ土 よこたわ旦 うず くまる2.3391

かがむ2.1570 かしぐ2.1514 かたむ く2.1514

こしかける2.3391 ころぶ2.1514 しゃがむ2.3391

たおれる2.1514 は う2.15232.3392

ひっくりかえる2.1514

そそりたつ そびえる きりたつナシ

そそりたつ そばたつ ○そびえる

'たつ (立)2.1521経つ2･16竣つ2･382

たてる (立)〔閉)2.1553迎てる2.382

0たつ (立)2･1521経つ2･16槌つ2･382

へる (堤)2.15212.16 経過する2.1520

すぎる2.15252.16

0ねころぶ ねそべる

ねころぶ 金主2.333 止 よこたわる

あおむ く2.17 うつぶす2.17

ひ●れふす ぬかず く2.3390 ひざまずく2.3391

ふ土 あおむ く2.17 うつぶす2.17 うつむく2･17

もたげる あげる2.15402.377 もちあげる2.1540

2.1514

起上｣二 〇かたむく

出 かたむく たおれる
立上｣二 かたむく 呈ろぶ たおれる

ひっくりかえる うず くまる2.3391

おきる2.1222.1513 かがむ2.1570

こしかける2.3391 しゃがむ2.3391

すわる2.15132.3391

たつ立つ2.15132.1521経つ2.16建つ2.382

ねる2.15132.3002.333 は う2.15232.3392

ふす2.1513 よこたわる2.1513

かしげる ○かたむける

かしげる かたむける 主立土

くつがえす ○ひっくりかえす

ころがる ころげる ○ころぶ

ひっくりかえす うらかえす2.1570

かえす返す2.15272.378帰す2.1527

2.1515

う̀ける2.377

土吐旦 2.377 あたえる2.377 うる2.376 かう2.376

くれる2.377 とる取る2.1252.370探る2.3061

執る2.3393〔漁〕2.381 もらう2.377

やる2.3422.377 わたす2.1521

事おく

iii L⊥

ii⊥ 上⊥ 王A且 あてがう2.1552 あてる2.1563

つける卦ナる2.1132.333付ける2.1560 のせる2.1514

はる触る2.1342.1565〔接〕2.1563

かかげる2.1540 はl)だす

D ●かかる (掛)得る2.585

D かける (802.3C62措ける2.371

R oかかる (掛)罷る2.585 ひっかかる

かかる (榔 罷る2.585 ●いる要る2.1212･125

Ki 要する2.125 必要だ3.121

R

R

D

D

D

D

D

R,D
D

R

R

D

Ki

Ki.N,24

R

Ki

かける (掛)2.3(光2措ける2.371 あtFせる2.113

%%(+2.384

0かける (掛)2.1515措ける2.371 ひっかける2.1515

かける (掛)2.3(冶2措ける2.371 皇娃量2.1540

2る (約･吊)在る2.585 2五三

三並 互2.1540 さがる2.1540 だす2.1212.1530

でる2.1212.1530 ひっこむ2.15302.18

ひっこめる2.15302.18

旦哩互2.1540 あがる2.15022.15402.333

あげる2.15402.377 おちる2.1540 おとす2.124

おりる2.1540 おろす2.1541 くだる2.1540

さがる2.1540 のぼる2.1540

呈蛙互2.1540 さがる2.1540 しさる2.1526

しりぞく2.1526 すさる2.1526 すすむ2.1526

すすめる進める2.15262.16勧める2.367

だす2.1212.1530 でる2.1212.1530

ひ く退く2.1526引く2.15642.3062挽く2.15642.1571

棟 く2.1571弾く2.322.337 ひっこむ2.15302.18

ひっごめる2.15302.18

呈j三五2.1540 と上土2.1540 おとす2.1242.1540

おろす降ろす2.1541卸す2.376

主よ五

〇たれる2.1540 したたる2.1540

左也互2.1540 したたる2.1540 ふる2.15402.515

たれる2.1540 おちる2.1540 したたる2.1540

ふる2.15402.515

2. 15 18

いける (堤)上める

D

15

13

R
KO

D

うずまる うずもれる 土も旦 うもれる

2全量2.1532 立と互 選土星2.1541_ih 2.1532 D

うずめる ほうむる2.336

うずめる oi_ぬ量

2卓二を2.1532 も過 .1532 こもる2.1532

つける (洲 ひたす く削

塵王互 生蛙五 〇ほうる なげうつ2.125
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D
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R



皇止旦 娃土旦

はさむ (挟)2.1516野tJ2.157 つまむ2.3393

はなつ2.1561 いる射る2.3851

つつ打つ2.15632.383討つ2.353°撃つ･射つ2.3851

発する2.1521

はめる かぶる2.1132.3お きる2.333

つける卦ナる2.1132.333付ける2.1560 はく2.333

選土星2.1541 も上丘 2.1532 oLずむ2.1541

沈没する1.1541

Ko.N

Ko

2.1521

吐 互 主よ遥 遠土五 二tど(

つく (剃 就く2.111付く2.1560恐く2.3312.3683

うつす 埋 写す2.32映す2.501

うつる 岬 )写る2.32映る2.501 うごかす2.1510

うごく2.1510

0うつる (柳 写る2.32映る2.50】 感染する1.585

伝染する1.15241.585

お くる 嘩 )2.383射る2.377 あげる2.1540

ささげる2.15402.377 そなえる2.375

たむける2.336

おくる (掛 2.383刷る2.377 とどける2.377

つれる2.1556 はこぶ2.383 ひきいる2.1556

やる2.3422.377

お く卓上勘 2･383桝る2.377 とどける2.377

もたらす2.383 もっていく (くる )2.1521

よこ土 つれる2.1556 はこぶ2.383

ひきいる2.1556 ひきたてる2.363

ひったてる2.1556 やる2.3422.377

おしかける かけつける つく(抑 就く2.111付く2.1560

濃く2.3312.3683 い く2.1527 つめかける2.1560

こえる わたる

主よ_互 主土 ●すぎる2.15252.16

王ら土 そらす (即 2･17反らす2･157 旦牡を

ヱ上土 王払星 上し どける

壬生を 卓也旦2.17 上 し

そらす 〔逸〕2.17枚らす2.1570 おる2.1570

まける2.1570

互生互2.17 転ずる きる2.1527 むかう2.17

●たつ(立)2.1513 姐つ2.382経つ2.16

たてる立てる2.1513〔閉〕2.1553碓てる2.382

たつ (jV 2.1513姐つ2.382経つ2.16 うず くまる2.3391

おきる2.1222.1513 かがむ2.1570 かしぐ2.1514

かたむ く2.1514 こしかける2.33別 ころぶ 2.1514

しゃがむ2.3391 すわる2.15132.3391

Ki

D

D

29

Ki

D

D

D

D

D

Ki

たおれる2.1514 ねる2.15132.300 2.3伽 2.3㍊

はう2.15232.3392 ひっくI)かえる2.1514

ふす2.1513 よこたわる2.1513

たつ (:Ill.)2.1513建つ2.382経つ2.16 へる2.16

0すぎる2.15252.16 経過する1.1520

たどりつ く つく(那)就く2.】11付く2.1560悉く2.331

2.3683

だとを い く2.1527

つ く(卿 就く2.111付く2.1560恐く2.3312.3683

たかる2,1555 とまる2.15122.333

●っ く(㈲ 就く2.111付く2.1560普く2.3312.3683

つける淋ナる2.1132.333付ける2.1560

はなす2.1561 はなれる2.1561

㌧っく(刺 就く2.111付く2.1560恐く2.3312.3683

上呈上 2.1521 到弟する1.1521

○どけ阜 のける 〔剃 除ける2.125

ど朋 のける 〔退)除ける2.125 とリさる2.125

と()のぞく2.125 ぬかす2.】252.1531

のぞく2.125､はぶ く2.125 略す (略する2.125)

省略する1.1251 どかすナシ のかすナシ

盟主互 いる2.3851

つつ打つ2.15632.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851

はなつ2.15162.1561

と互生 あげる2.15402.377 あずける2.37d

あたえる2.377 かす2.378 やる2.3422.377

地 主 あたえる2.377 うける2.15152.377

うる2.376 か う2.376 くれる2.377

とる取る2.1252.370採る2.3061執る2.3393(漁)2.3別

もらう2.377 やる2.3422.377

地 主 ●わたる

2.1523

あるきまわる うろつ く2.333 ぶらつ く2.3392

さまよう2.333 ほっつく うろつ く2.3㍊

さすらう2.33 ほっつきあるくナシ

○すぎる2.16 たつ立つ2.15132.1521建つ2.382

へる2.15212.16 経過する).1520

つっばねる2.352 0ことわる2.352 こぼむ2.352

はねつける2.352

つっばねる2.352 ことわる2.352 こぼむ2.352

はねつける2.352 拒絶する1.3532

拒否する1.3532

上遥 ●ながれを 出 土

○とぶ 飛行する1.1522

上三三 はしる2.3392 いく2.1527 いそぐ2.16
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上遥 ながれる うかぶ2.1541 うく2.1541

しずむ2.1541

なかれる ほとば しる でる2.1212.1530

とぴちる2.1552

出 2.3392 うず くまる2.3391 おきる2.1222.1513

かがむ2.1570 かしぐ2.1514 かたむ く2.1514

こしかける2.3391 ころir2.1514

しゃがむ2.3391 すわる2.15132.3391

たおれる2.1514 たつ立つ2.15132.1521蛙つ2.16

建つ2.382 ねる2.15132.3391

ひっくりかえる2.1514 ふす2.1513

よこたわる2.1513

堤出 娃じIする はねる (洗)加わる2.1571

はぜる2.5160

●はしる2.3392 0かける2.3392

吐出 はねかえる

出 ○はねる (財 制ねる2.1571

0はねのける はらいのける

ほとばしる とぴちる2.1552

0まわる2.1511 幽 2.1511

●まわる 2.1511 め ぐる2.1511 まわす2.1511

D

Ko

Ki,R

Ko

R
R

D

R

Ki

2.1524

0さしかかる とおりかかる

●ったわる2.312 つたえる2.312

上皇土 とおる (過)透る2.Sol

ぬ く(m 抜く2.1531 ちぎる2.1571 つむ2.3393

むしる2.339.,1 もぐ2.1571

2.1525

卑し三かける 二左上 おっかけるナシ

○ぉいはらう おいたてる2.1552

●かよう 適宜旦2.312

●すぎる2.16 事こえる2.1521 こす2.1521

0すぎる2.16 たつ立つ2.15132.1521経つ2.16租つ2.382

へる2.15212.16 経過する1.1520

0にがす 壁 土

○にげる のかれる

ひきあげる い く2.15㌘ かえる2.15㍍ くる2.1527

ひきかえす2.1527 もどる2.1527 帰還する1.1528

帰国する1.1528 帰宅する1.1528

2. 1526

上皇_旦 しりぞく 土呈互 生主な

すすめる (追)2.16肋める2.367

ひく(卸 挽く2.15642.1571引く2.15642.3067

株く2.1571静く2.322.337 さがる2.1540

さげる2.15152.154 だす2.1212.1530

でる2.1212.1530 ひっこむ2.15302.18

ひっこめる2.15302.18

すすめる (過)2.16肋める2.367 もとめる2.30412.352 D

すすめる (過)2.16勧める2.367

しいる強いる2.367掛 ､る2.307 しむける2.367 D

すすめる (過)2.16勧める2.367 うながす2.367

さそう2.3512.367 もとめる2.30412.352

0ひく(過)挽く2.15642.1571引く2.15642.3062

様く2.1571弾く2.322.337 ひっぼる2.1564

ひく(過)挽く2.15642.1571引く2.15642.3062棟く2.1571

弾く2.322.337 おす押す2.1564推す2.3063

つ く突く2.1564鴇く2.384

●ひく(過)挽く2.15642.1571引く2.15642.3(垢2梯く2.1571

弾く2.322.337 おす押す2.1564推す2.3063

ひっぼる2.1564

ひく(輿)挽く2.15642.1571引く2.15642.3瑞2稚く2.1571

弾く2.322.337 はる似る2.1342.1565(揺)2.1563

ひっぼる2.1564

ひく(過)挽く2.15642.1531引く2.15712.3062熊く2.1571

抑く2.322.337 つつ打つ2.15632.383討つ2.353

R 撃つ･射つ2.3851 かなでる2.322.3372.383

Ki たた く2.1563 弾ずる2.32 ならす2.503

Ki ふ く2.33942.515

Ko 2.1527

土止 たどる2.1521

上土⊥ いそ ぐ2.16 とぶ2.1523 はしる2.15232.3392

R 上土⊥ おしかける2.1521 かけつける2.1521

R つ く就く2.111瀬く2.1521付く2.1560恐く2.3312.3683

Ki つめかける2.1560

Ki 上土⊥ くりだす2.1530 の I)こむ2.1531 はいる2.1530

ふみこむ2.1531 くりこむナシ

Ki

R 二ヒ上_ 上丘 D,Ki,35

R と上土 かえる (返･帰) ⊥_互 ひきかえす 立と.互

ひきあげる2.1525 帰還する1.1528

帰国する1.1528 帰宅する1.1528

かえす (返･帰)返す2.378 うらがえす2.1570

ひっくりかえす2.1514

0かえす 偵 ･射 返す2.378 立と壬

'かえす (返･帰)返す2.378 かえる (返･増) もどす Ki

oかえる (返･榔 虹と旦 R

⊥_互 26
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上丘 おしよせる2.1560 くりだす2.1530

つめかける2.1560 の りこむ2.1531

よせる2.15602.172.3(光2くりこむナシ

さかのぼる くだる2.1540 さがる2.1540

のぼる2.1540

呈_互

呈_互 それる2.15212.17 鹿ずる2.1521 むかう2.17

追.と宜 あげる2.15402.377 つく突く2.1564拍く2.384

はく2.3394 ふ く2.33942.515

もとる なおる起る2.1501tt;る2.585

ぶ りかえす2.1501もちなおす2.1501

2. 1530

いる ●はいる

●いれる

いれる つめる2.1531

也 を さす2.1532 つ ぐ2.1532

とユ血量 室生2.121_三五芦.121 はいる

くみいれる くみあわせる2.1551 くみこむ2.1531

くみたてる2.1550

くりだす おしよせる2.1560 くる2.1527

つめかける2.1560 の りこむ2.1531

よせる2.15602.172.3(娼2 くりこむナシ

く[)だす ii土工互 い く2.1527 のりこむ2.1531

ふみこむ2.1531 くりこむナシ

きしだす つきつける2.1560

と土2.121二王旦2.121

互生2.121遜 121 ひっこむ2.18 ひっこめる2.)8

さがる2.1540 さげる2.15152.1540

宣±2.121遜 121 ひっこむ2.18 ひっこめる2.18

さがる2.1540 さげる2.15152.1540 しさる2.)526

しりぞく2.1526 すさる2.1526 すすむ2.1526

すすめる進める2.15262.16勧める2.367

ひ く退く2.1526挽く2.15642.1571引く2.15642.3062

樺 く2,1571帥く2.322.337

つきだす 三五 2.121 ひっこむ2.18 ひっこめる2,18

でっぼる2.18 でぼる2.18

0で る2.121 あらわれる2.121 出現する1.1210

三五2.121 とぴちる2.1552 なかれる2.1523

ほとばしる2.1523 つきでるナシ

でる2.121 はいる もる2.1532 もれる2.1532

0ぬけだす ぬけでる 脱出する1.1530

はいる ふみこむ2.1531

はみだす2.1580 あふれる2.1580

はみだす2.158｡ はみでる2.1580 あふれる2.l緒o

Oひさだす ひっぼりだすナシ

○ひっこむ2.18 へこむ2.18

D ひっこむ2.18 くぼむ2.15712.18 へこむ2.18

D 2.1531

D くみこむ くみあわせる2.1551 くみいれる2.1530

D くみたてる2.1550

〇二める蓑項する1.3850

D oすいこむ2.3394 吸収する1.1532 吸入する1.1532

だきこむ○てなづける2.3683 まるめこむ2.3683

D 懐柔する1.3683 鞄絡する).3683

たたきこむ ふきこむ2,515 おしえる2.364

たたきこむ ふきこむ2.515 おしえる2.364

Ki しこむ2.364 しつける2.364

Ki つみこむ ○っむ2.1554 積載する1.1541

D 塔載する1.1541

D つめる いれる2.1530

D つめる2.3393 ふさく一2.15652.301

ぬ卓二土 2.125 どける2.1521 と()さる2.125

D とりのぞく2.125 のける2.1252.1521

のぞく2.125 はふ く2.125 略す (略する2.125)

省略する1,1251 どかすナシ のかすナシ

D ぬく(似 坪く2.1524 ちぎる2.1571 つむ2.3393

むしる2.3393 もぐ2.1571

D のりこむ おしよせる2.1560

D くりだす2.1530 くる2.1527 つめかける2.1560

Ki よせる2.15602.172.3鵬2 くりこむナシ

のりこむ ふみこむ いく2.1527

D̀ くりだす2.1530 はいる2.1530 くりこむナシ

ふみこむ

ふみこむ はいる1530

2. 1532

おしこめる ○とじこめる 監禁する1.3613

幽閉する1.1553I.3613

くむ(級)2.3393 さす は )刺す2.1571指す2.3(別

D 射す2.501 二2上 そそぐ2.1540

R こもる ひそむ2.121 か くれる2.121

こもる つかる2.1516 もぐる2.1516

D ●さす (tl:_)刺す2.1571指す2.3091射す2.Sol

D さす (U.)*IJ-4･2.1571指す2.3091射す2.501 2i

R いれる2.1530

D oしみる2.513 にじむ2.513

D しみる2.513 ささる2.1571 にじむ2.513

D つかる2.1516 もぐる2.1516 うずまる2.1516
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うずもれる2.1516 うまる2.1516 うもれる2.1516

ひたる2.1516 没する2.15162.1541

2上 こぼす2.1540

旦王立 2.121 0 か くれる2.121

iLa 2.1516 oLずむ2.1541 没する2.15162.1541

沈没する1.5160

良_互 もれる あふれる2.1580 こぼれる2.1540

iLi もれる でる2.1212.)530 はいる2.1530

むれ左 あふれる2.1580 こぼれる2.1540

2.1540

あがる(上)〔終〕2.1502〔釦 2.333 いただく2.1132.377

くう2.333 くらう2.3㍊ たいらげる2.353

たべる2.333 のむ2.3394 めしあがる2.333

D

14

D.R

R

Ko

D

D

あがる十い 〔終)2.1502〔食〕2.333 のぼる Ko,3,4,21.22

'あがる(上)〔終〕2.1502〔食〕2.333 くだる 呈遡通

のぼ る おりる2.1541

あがる (上)〔終〕2.1502〔食〕2.333 あげる2.377

五五五 金主土 等.124 くだる さがる

さげる2.1515 のぼる おりる2.1541

おろす2.1541

あは互 2.377 くれる2.377 もらう2.377

やる2.3422.377

班 を2.377 つ く突く2.1564伯く2.384 はく2.3394

ふく2.33942.515 もどす2.1527

あ蛙を2.377 あすける2.378 あたえる2.377

かす2.378 やる2.3422.377 わたす2.1521

Ki

かかげる2.1515 はりだす2.1515

上宝五 三旦三五 〇ぉI)る2.1541

ー姐 を さがる のぼる さかのぼる2.1527

主逆生 つ ぐ2.1532

三逆生 ぐちる2.313 0ぼや く2.313

こぼ れる あふれる2.1580 もれる2.1532

こl三汀Lる あふれる2.1580もる2.1532 もれる2.1532

呈旦三五 呈ぜ鼻声.1515 だす2.1212.1530

でる2.1212.1530 ひっこむ2.15302.18

D

R

D

D,14

R

D

Ko

ひっこめる2.1㍊02.18

と虹を 呈蛙互2.1515 しさる2.1526 LI)ぞく2.1526

すさる2.1526 すすむ2.1526

すすめる進める2.15262.16勧める2.367

だす2.1212,1530 でる2.1212.1530

ひく退く2.1526挽く2.】5642.)571引く2.15642.3鵬2

樺く2.1571弾く2.322.337 ひっこむ2.182.1530

ひっこめる2.182.1530

さげ る2.1515 かける鰍ナる2.15】52.3062賭ける2.371

つる釣る･吊る2.1515盛る2.585 つるす2.1515

したたる ○たれる2.1515

D Lたたる と也旦2.1515 基丘 2.515

そ_主上 くむ2.15322.3393

18 さす注す2.1532刺す2.1571拍す2.3091射す2.501

つぐ2.1532

D 基旦2.515 しぐれる2.515

まきあげる2.15702.370 うばう2.370

D oと.)あげる2.3(別 2.370 ふんだくる2.370

あ呈上を2.377 もちあげる もたげる2.1513 D 没収する1.3700

あげる2.377 ささげる2.377 そなえる2.375

たむける2.336

あ上主星2.377 きさげる2.377

おくる送る2.15232.383卿る2.377 そなえる2.375

たむける2.336

0うちおとす 撃墜する1.1540

0おちる おっこちる

'おちる 互と生 すてる2.125 ひろう2.3393

おちる 主星2.515

おちる くだる さがる おりる2.1541

おちる したたる たれる2.1515 _& 2.515

おっことす ○ぉとす2.124

おとす2.】24 うしなう2.124 なくす2.124

左とヱ 2.124 うしなう2.124 0なくす2.124

喪失する1.1243 紛失する1.1243

互と±2･124 さげる2･1515 左丘.圭芦･1515

おろす降ろす2.1541卸す2.376

D 2.1541

出 oji

D

R

R
Ki

D

KO
D

氏
N

D

Ko

R

Ko

N,氏,2
出 ji L生む_とぶ 2.1523 ながれる2.1523 D

出 二jJ_ 上王立 しずめる Ki

oおりる 上宝旦 2.1540 さがる2.1540 R
おりる おちる2.1540 くだる2.1540 さがる2.1540Ko

おりる ●あがる上がる2.1540〔終)2.1502〔食〕2.333

あげる2.15402.377 くだる2.1540 さがる2,1540

のぼる2.1540

おりる のる

峯且旦 重きヱ (Bt.)卸す2.377 あがる 〔終〕2.1502

上がる2.)540〔允)2.333 あげる2.15402.377

おちる2.1540 おとす2.1242.1540 くだる2.1540

さがる2.1540 さげる2.15152.1540 のぼる2.1540 D

おろす (陣)押す2.377 うる2.376 D

14 おろす (陣)卸す2.376 おとす2.1242.1540
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さげる2.15152.1540 たらす2.15152.1540

oLずむ 選土星2.1516 もぐる2.15162.1532

沈没する1.1541

のせる ●のる

聖堂且 あてがう2.1552 あてる2.1563 お く2.1515

しく2.1515 すえる2.1515

つける淋ナる2.1132.333付ける2.1560

はる朗る2.1342.1565〔頂〕2.1563

盟主旦2.1516 うずまる2.1516 うずもれる2.1516

うまる2.1516 うもれる2.1516

つかる2.15162.1532 ひたる2.1516

もぐる2.15162.】532

2.1550

あう｣胤 2.112全う2.351

湘 2.112全う2.351

わかれる分かれる2.1552別れる2.351

あi｣金主2.112会う2.351 おちあう2.1556

であう2.1556 でくわす2.1556 ぶつかる2.1563

め ぐりあう2.1556 ゆきあう2.1556

から章旦 二女12L･2.113

からまを も切 る

からまる 吐主立2.113 こんがらがる もつれ冬

からみつ く2.1560

く旦とても くみあわせる2.1551

くみいれる2.1530 くみこむ2.1531

上皇 あむ2.384 なう2.3851 よる2.3851

と吐 く拙 溶かす2.5160 くしけずる2.3851

す く2.3851 ととのえる2.130

土かす (脚 溶かす2.5160 とくく解)2･3060i#(2･5160

ほぐす2.1550 ほどく2,1550

二とく (卿 2.3060溶く2.5160 且 と土
と上｣剛 2.3060溶く2.5160 ほぐす ほどく
逆ら二由 .121 しらす2.312 しらせる2.312

すっぱぬ く2.313

2.1551

いりくむ ○いりみだれも 錯綜するl.1342

くみあわせる くみいれる2.1530 くみこむ2.1531

くみたてる2.1550

oLめ くくる まとめる 稔括する1.15511.3070

皇上 皇る 呈上軽を 事あつまる2.1555

あつめる2.1555 たかる2.1555

たむろする2.1555 むらがる2.1555

15

2.1552

R あてがう あてる2.1563 おく2.1515 しく2.1515

Ki すえる2.1515 つける称ナる2.1132.333付ける2.1560

のせる2.1541 はる張る2.1342.1565〔伐〕2.1563

おいたてる ○ぉいはらう2.1525

ちらぼる 五五 わかれる (別 別れる2･351

15 五五 へだたる2.1561 へだてる あつまる2･1555

くっつ く2.1560 くっつける2.1560

23

せまる2.1560 ちかづ く2.1560

ちかづける2.1560 とおぎかる2.1561

とおぎける2.1561 とおの く2.1561

はなす2.1561 はなれる2.1561

よせる2.15602.172.3062

よる 〔拠〕2.111'#る2.1560侍る･托る2.1562

とおのけるナシ

Ki oとぴちる 飛散する1.1552

とぴちる ほとばしる2.1523

とぴちる でる2.1212.1530 ながれる2.1523

D ほとばしる2.1523

R はム まく 即 を1 ききちら阜

D oまく(捕)蒔く2.33932.381

わかれる (分1別れる2.351

N 'あう合う2.15502.日2全う2.351

D 2.1553

D あく(剛 lZ))く2.135空く2.135 ㌔わける (㈲ HJlFする2.16

とじる (t#i)拭じる2.3851 ひらく
D あく (朋)明く2.135空く2.135 あせ る 欄)明ける2116

しまる (即 締まる2.1570

Ko 一越 垂｣即 締める2.1342.1565絞める211570

R 上互生 とじる (r削 綴じる2.3851

D 旦主上 ひらける2.330

姐 _2.121 しる2.3O60

D しまるi即 梯まる2.1570

Lめ左i軌)締める2.1342.1565枚める2･1570

上皇∃二 とじろ(卿 損じる2.3851

ふさがる2.1565 ふさぐ2.15652.301

しめる (卿 締める2･)342,1565枚める211570

くびる2.1570

氏 oしめる (即 稀めるZ.)342･1565枚める211570

Ki

とぎす とじる (閉)損じる2.3851｣■一一〇 LTT~~~~~~~~~~~~~~=

たて旦 〔閉〕jT.てる2.1513姐てる2.382

+たつ立つ2.15132.1521線つ2.16迎つ2.382

つ ぐむ つぶる つむる とぎす
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15

R

D

D

R

D

D

R

Ki

Ki

N

D

R

Ki



とじる (閉)損じる2.3851

0つぶる コ立互

2.1554

0かさなる ダブる2.19 重複する1.1972

むまを旦 2重と_主立旦 2ふ.互

かさなる つみかさなる 2五五 ならぶ2.1562

かさねる つみかさねる 2立

かさねる つみかさね旦 コを ならべる2.1562

からげる はし1る2.1581 まくる2.1570

めくる2.1570 たくしあげるナシ

{Å_旦 Lj主星 たばねる

⊥上 皇 上蛙五 三を上 皇土ぶ

ゆわえる ゆわくナシ

しぼる ゆわえる

上進五 三を上 皇土ぷ 壇上

ゆわえる ゆわくナシ

○っむ つみこむ2.1531 横我する1.1541

搭載する1.1541

むすぶ

2.1555

あつまる くっつく2.1560 くっつける2.1560

せまる2.1560 ちかづ く2.1560

ちかづける2.1560 ちる2.1552

とおぎかる2.1561 とおぎける2.1561

とおのく2.1561 はなす2.1561 はなれる2.1561

へだたる2.15522.1561 へだてる2.1552

よせる2.15602.172.3鵬2

よる 〔拠〕2.111寄る2.1560侍る･兜る2.1562

とおのけるナシ

あつまる たかる

あつまる むらがる

あつまる むらがる 立並旦

あつまる 皇女を むらがる

●あつまる あつめる と血豆 たむろする

むらがる まとまる2.1551 まとめる2.1551

あつめる 2里を 募集する1.366

たかる つく就く2.111裁く2.1521付く2.1560

恐く2.3312.3681 とまる止まる留まる2.1512

irはる2,333

2 旦旦 こうずる (高じる ･昂じる2.1583)

つよまる2.1583

D

R 2.I556

おちあう 三重_主 でくわす めぐりあう

ゆきあう あう合う2.1122.1550会う2.351

R .i.'つかる2.1563

D oしめる (柿)2.134閉める2.1553枚める2.1570

D とぎす2.1553 とじる閉じる2.1553担じる2.3851

D そう(刷)2.112添う2.1562沿う2.17

D 'したがう2.Ill2.3632.367

麹を ひきいる はこぶ2.383

D 2金主 ひったてる ひきたてる2.363

D つれる ひきいる おくる送る2.15212.383射る2.377

とどける2.15212.377 はこぶ2.383

Ko やる2.3422.377 よこす2.1521
25 つれる ひきいる ひったてる

おくる送る2.15212.3d 吋る2.377

D とどける2.15212.377 はこぶ2.383

ひきたてる2.363 もたらす2.15212.383

R もっていく (くる)2.1521 やる2.3422.377

13 よこす2.1521

0であう でくわす めぐりあう ゆきあう

2.1560

おしよせる つめかける よせる2.172.3(婿2

くりだす2.1530 くる2.1527 のりこむ2.1531

くりこむナシ

おしよせる せまる ちかづ く ちかよる

つめよる よせる2.172.3062

よる (寄)〔換〕2.111侍る･党る2.1562

からみつく からまる2.1550 からむ2.1132.1550

D

R

Ki

D

D

こんがらがる2.1550 もつれる2.1550 N

D oくっつく くっつける ひっつく ひっつける R

D くっつく くっつける せまる ちかづ く

D ちかづける よ土星2.172.3062

D よる (寄)嘩 )2.111侍る･'jEる2.1562

あつまる2.1555 ちる2.1552 とおぎかる2.1561

Ki とおぎける2.1561 とおのく2.1561

D はなす2.1561 はなれる2.1561

へだたる2.15522.1561 へだてる2.1552

とおのけるナシ

D さわる (酎 障る2.135 ふれる (触)狂れる2.300
さわる (触)障る2.135 'ふれる (触)柾Ltる2.300

いじる2.3393

さわる (触)障る2.135 ふれる (触)生れる2.300
あたる2.1122.1563 ぶつかる2.1563
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Ki
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さわる (削 障る2.135 ふれる (触)柾れる2.300

あてる2.1563 たたきつける2.1563

ぶつける2.1563

Vさわる (触)障る2.135 鞍する

ふれる (Bk)柾れる2.3伽 接触する1.1560 N,R
oしがみつ く すが りつ く R

すが りつ く 生む皇2.3681 とりすがる とりつ く D

堂呈五 〇ちかづ く ちかよる

ちかづく ちかよる

つきつける きしだす2.1530

つく (付)就く2.lil1rrく2.1521恐く2.3312.3683

たどりつ く2.1521

つ く (付)就く2.111才i(2.1521.8く2.3312.3餅3

たかる2.1555

とまる止まる佃まる2,1512泊まる2.333 D

oつ く Lfi)就く2.11川 く2.1521退く2.3312.3683

とどく2.1521 到弟する1.1521

つ く (付)就く2.111I/rく2,1521恐く2.3312,3683

いたる2.1521 およぶ2.1521 達する2.1521

●とどく2.1521

'っ く (付)就く2.111前く2.1521.Lb.く2.3312.3683

つける LL.･L)称ナる2.1132.333 はなす2.1561

はなれる2.1561

つ く (付)就く2.111邪く2.1521恐く2.3312.3683

つめかける い く2.1527 おしかける2.1521

かけつける2.1521

つける (汁)称する2.1132.333 かぶる2.1132.333

きる2.333 は く2.333 はめる2.1516

つける (仙 称ナる2.1132.333 あてがう2.1552

あてる2.1563 お く2.1515 しく2.1515

すえる2.1515 のせる2.1541

はる触る2.1342.1565搾る2.1563

Ki

Ki

15

2.1561

とおぎかる とおぎける とおの く 娃皇土

はなれる -だたる2.1552 あつまる2.1555

くっつ く2.1560 くっつける2.1560 せまる2.1560

ちかづ く2.1560 ちかづける2.1560 ちる2.1552

へだてる2.1552 よせる2.15602.172.3062

よる 〔拠〕2.111･#る2.5160拘る･'jtる2.5162

とおのけるナシ D

とれる

'とる耽る2.1252.370採る2.3鵬1執る2.3393漁る2,381 Ki

蛙を宜 はなれる

'っ く就く2.IllXiく2.1521付く2.1560恐く2.3312.3683

つける称ナる2.1132.333付ける2.1560

はなつ2.1516 いる2.3851

うつ打つ2.15632.383肘つ2.353撃つ･射つ2.3851

発する2.1521

2.1562

そう (添)刷う2.1122.1556沿う2.17

'したがう2.1112.3632.367

叫 ○ならべる 配列する1.1573

ならぶ かさなる2.1554 つみかさなる2.1554

つもる2.1554

皇ム三三 ●′･らべる

ならべる かさねる2.1554 つみかさねる2.1554

つむ2.1554

もたれかかる もたれる よりかかる

しなだれる2.3391

よる (怜･it)〔拠〕2.111寄る2.1560 おしよせる2.5160

せまる2.1560 ちかづ く2.1560 ちかよる2.1560

つめよる2.1560 よせ る2.15602.172.3062

よる (怜･1,t)〔拠〕2.111寄る2.1560 あつまる2.1555

くっつ く2.1560 くっつける2.1560 せ まる2.1560

ちかづ く2.1560 ちかづける2.1560 ちる2.1552

とおぎかる2.1561 とおぎける2.1561

とおの く2.1561 はなす2.1561 はなれる2.1561

へだたる2.15522.1561 へだてる2.1552

よせる2.15602.172.3062 とおのけるナシ

2.1563

あと旦 2.112 中毒する1.586

あと旦 2.112 ぶつかる

あたる2.112 ぶつかる さわる障る2.135触る2.1560

ふれる触LLる2.1560旺れる2.300

あたる2.112 あてる

Ki

Ki

R

D

Ki

D

D

つつ(lr)2.3B3d'寸つ2.353撃つ･射つ2.3851 たた く 11
●あたる2.112 あてる ぶつかる

ぶつける

あと旦 2.112 あてる

つつ川■)2.383.i･f-)2,353撃つ･射つ2.3851

たたく なぐる

Ki.N

14

あ三五 はる〔ほ〕触る2.1342.1565 あてが う2.1552

お く2.1515 しく2.1515 すえる2.1515

つけるX,IJナる2.1132.333付ける2.1560 のせる2.154115

あヱ_互 たたきつける ぶ 功する

さわる阿る2.135触る2.1560

ふれる触れる2.1560柾LLる2.300
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うつ(tr)2.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851 いる2.3851

発する2.1521 はなつ2.15162.1561

つつ(tr)2.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851-たた く

かなでる2.322.3372.383 粥げ る2.32

ならす2.503 ひく退く2.1526抱く2.15642.1571

引く2.15642.3062棟く2.1571抑 く2.322,337

ふ く2.33942.515

うつ(〟).2.383討つ2.353幣つ･射つ2,3851 たたく

なぐる

'うつ(tn 2.383討つ2.353撃つ.射つ2.3851 たたく

査上丘 遥2

ふ く2.33942.515 もどす2.】527

D ひく(挽･引)退く2.1526挽く2.1571校く2.1571引く2･3062

剖lく2.322.337 つつ打つ2.15632.383肘つ2.353撃つ･

射つ2.3851 かなでる2.322.3372.383 たた く2.1563

弾ずる2.32 ならす2.503 ふ く 2,33942.515

○ぅっ川 )2.383討つ2.353撃つ･射つ2,3防1 たたく
なぐる はたく ぶつ Ko,R,40

うつ(〟)2.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851 たた く

皇上丘 はる〔榔 触る2.1342.Ⅰ565 ひっぱたく

_;ごつ 38

ひく(挽･引)退く2.1526抽12.1571捲 く2.1571引く2･3062

弥く2.322.337 さがる2.1540 さげる2.15152.1540

しさる2.1526 しりぞく2.1526 すさる2.1526

すすむ2.1526 すすめる進める2.15262.16勧める2.367

だす2.1212.1530 でる2.1212.1530

ひっこむ2.15302.18 ひっこめる2.15302.18

0ひく(抱･引)退く2.1526挽く2.1571株 く2.1571引く2.3062

相く3.322.337 ひっぼる

ひ く(挽･引)退く2.1526挽く2.】57順 く2.1571引く2･3062

相 く2.322.337 ひっぼる

はる張る2.1342.1565操る2.1563

うつ(〟)2.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851_左左上
な ぐl)つける 立上旦 遥2 ぶんな ぐる D 2･1565

0っきあたる ぶつかる 衝突する1.1561 R {叶 わを 呈上里 を せ きとめる 堂上

はる 〔柁1粥る2.1342.1565 ひく退く2.1526挽く2.15642.1571 ふせ ぐ

引く2.15642.3062梯 く2.1571抑く2.322.337

ひっぼる2.1564

ぶつかる あう合う2.1122.1550全う2.351

おちあう2.1556 であう2.1556 で くわす2.1556

め ぐりあう2.1556 ゆきあう2.1556

2.1564

おSえ右

お旦え旦 ○ぉす(押)推す2.3063

おす(剛 排す2.3063 しぼる2.15702.33932.3681

ね じる2.1570

お す (押)推す2.3063 つく(爽)抽く2.384

しめる (鮒 2.134閉める2.1553絞める2.1570 くびる

N oしめる 胤 2.134閉める2.1553絞める2.1570

とぎす2.1553 とじる閉じる2.1553拭じる2.3851

しめる (掛 2.134閉める2.1553絞める2.1570

あく明く･空く2.135糊く2.1553

あける榔する2.1553明ける2.16

しまる閉まる2.1553締まる2.1570 とぎす2.1553

D とじを閉じる2.1553圭講じる2.3851 ひらく2.1553

氏,1 ひらける2.15532.330

しめる (柿)2.134閉める2.1553枚める2.1570 ふさがる

D 立 と土2.301 しまる糾まる2.1553締まる2.1570

D とざす2,1553 とじる閉じる2.1553拭じる2.3851

おす (押)推す2.3063 'ひく (抱･･-M 退く2.1526抱く2.1571 埋阜1妙 2.134〔捜)2.1563 ひく退く2.1526挽く2.1564

樺く2.1571引く2.3062弾く2.322.337 ひっぼる

おす(押)推す2.3063 つく｣盟j細く2.384

ひ く(抱･引)逝く2.1526挽く2.1571稼 く2.1571

引く2.3062弾 く2.322.337

二王互 みが く2.3851

三重旦 旦圭旦2.3393 0なでる2.3393

三五五 さする2.3393

する(掩)括る2.1571〔掬撰〕2,3393刷る2･382

互生旦β.3393 くす ぐる2.3393 なでる2.3393

っ̀ く (･Ail鴇 く2.384 い う2.312

つく (炎)抽く2.384つつく

プく(剰 絢く2.384 適正量 2.15402.377 は く2.3394

Ki 2.1571引く2.15642.3062樺く2.1571紳く2.322.337

ひっぼる2.1564

はる(ijIu2.134〔J幻2,1563 うつ打つ2.15632.383討つ2.353

D 野つ･射つ2.3851 たた く2.1563 なぐる2.1563

D ひっぱた く2.1563 ぶつ2.1563

R は基｣脱 2.134(拭〕2.1563 あてが う2.1552

あてる2.1563 お く2.1515 しく2.1515

Ko すえる2.1515 つける抑ナる2.1132.333付ける2.1560

D のせ る2.1541

R ,ふさぐ2.301 つめる2.15312.3393

D 主 星上2.301 めいる2.301 0しょげる2.301

基盤土 ○まもる2.353
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2.1570

土由呈 上虫旦 呈坐旦 2.18

うらかえす かえす超す2.15272.378棚す2.1527

ひっくりかえす2.1514

塵旦 きる2.1571 くだく2.1571 こわす2.1571

ちぎる2.1571 やぶる2.15712,353

わる2.15712.3062

畠五 そらす (jg(過〕2.15212.17 まげる

五五 土地 呈1三五

塵旦 かがめる ー蓋世互 おりまげるナシ

基盤五 五を 呈逝 互2.18

地 主 虐_垂三五2.18 旦地 くぼむ2.15712.18

へこむ2.18

班 堂 うず(まる2.3391 おきる2.1222.1513

かしぐ2.1514 かたむ く2.1514 こしかける2.3391

ころぶ2.1514 しゃがむ2.3391 すわる2.15132.3391

たおれる2.1514

たつ.1'(.つ2.15132.1521線つ2.16建つ2.382

ぬる2.】5312.3(氾2.333 はう2.15232.3392

ひっくI)かえる2.1514

ふす2.1513 よこたわる2.1513

かがめる まげる

上空互 しめる (枚)締める2.I342.1565閉める2.1553

しかめる2.303 ゆがめる

○しなう たわむ

と包ま 皇互 と地 呈旦三五 2.18

14

D

D

D

D

D

D

D

D

D

R

D

上旺旦 2.33932.3681虫上丘 おす押す2.1564推す2.3063 D

しまを (卿 閉まる2.1553

Lめろ (絞)締める2.1342.1565閉める2.1553

とざす2.1553 とじるF#Jじる2:1553税じる2.3851

ふさがる2.1565 ふさぐ2.15652.301 N

しまる (削 閉まる2.】553

しめる (紘)締める2.1342.1.565閉める2.1553

あくLIJlく･空く2,135問く2.1553

あける糊ける2.1553明ける2.16 とざす2.】553

とじる閉じる2.1553拭じる2.3851 ひらく2.1553

ひらける2.15532.330

BLめる L削 締める2.1342.1565閉める2.1553

とぎす2.1553 とじる閉じる2.1553拭じる2.3851 R
そらす 恨)〔過〕2.15212.17 ずらす2.1521 どける2.1521D

そ りかえる ふんぞリかえる2.3391

丘且 皇旦 旦2.18

由と_主 立畠互2.18 よ上る

ひんまがる ひんまげる まが る2.18 且を旦基

ゆがむ ゆがめる

二皇がろ2.18 屈曲する1.1570 湾曲する1.1570

.まがる2.は 呈埋旦

まきあげる2.1540地 2.370

0とl)あげる2.30612.370 ふんだくる2,370

没収する1.370

呈上 くるむ2.113 つつむ2,日3

呈上 ●かこむ2.113 つつむ2.113 とりまく2.113

呈上五 重上丘

呈上五 重_≦_.互 はがす2.1571 は ぐ2.1132.1571

むく2.1571

呈上且 出 _且 からげる2.1554 はしょる2.1581

たくしあげるナシ

2.157I

'かみ くだく 岨嶋する1.3394

虫旦 2.381 皇息

女旦 2.381 呈良 二もナシ

上皇_互 呈上 左? (即 絶つ2.1502

きる ■わる2.3062 地 旦

皇呈 上_左上 主立王 立呈旦 全逓互 2.353

立丘 2.3062 おる2.1570

皇呈 上左上 呈上 たつ (卿 絶つ2.1502 旦呈且

やぶ る2.353 12L 2.3062

皇旦 ⊥j二王 ⊥左上 三血生 呈_L

たつ (･Ak)絶つ2.)502 五呈五 三益土2.123

やぶる2.353 わる2.3062

⊥室生 ■こわす こわれる 虫旦 2.3062

くずれる こわれる

かわる劉っる2.1122.1500代わる2.1501

なおる虹る2.1501it;る2.585

くずれ る Iこわれる つぶ れ る2.123

⊥旦迫 2.18 ひっこむ2.15302.18 へこむ2.18

くばむ2.18 へこむ2.18 もりあがる2.14

もりあげる2.14

くぼむ2.18 おれる2.1570 へこむ2.18

まがる2.15702.18 ゆがむ2.1570

0けずる 削除する日 251

吐逆旦 皇上 越旦三土 蛙上 2.113 且L
ぬ ぐ2.1132.333 むしる2.3393

こわす あらす2.1322.515

こわれ る あれる2.515

ささる しみる2.15322.513 にじむ2.513

働 B.す2.1532指す2.3091射す2.501

さす (垂'L)托す2.1532粁 T･2,3091射す2.501 いれる2.1530
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つ ぐ2.】532

皇土地 注すJ1532肘 2.3.,1射す2.5｡1 くむ2.15322.33,3

そそぐ2.1540 つ ぐ2.1532

0す りへる 摩滅する1.1572

旦阜 (揺)搾る2.1564(榔 苑)2.3393坤は2.382 こする2.1564

さする2.15642.3393

0そこな う2.1322.585 そこねる2.1322.5瓜

損ずる (損 じる)2.132

占呈旦 iLil つむ2.3393 ぬ く披く2.1531Frく2.1524

むしる2.3393

地 主 二蛙_吐 113且 L

蛙旦三土 ii_i2.113且 L まくる2.1570

め くる2.1570

はさむ (射)挟む2.1132.1516 つまむ2.3393

0はねる (軌)跳ねる2.1523 はずむ2.1523

D あふれる はみだす2.1530 はみでる2.1530

あふれる たたえる 生玉旦 みなぎる

D あふれる 占え旦 皇生 き五五

R あ豊丘 のこる2.124

'あまる 五互生 のこす2.124 ●のこる2.124

Ko くわえる2.3062也 .3062

くわえ盲2.3C62 也 362 つけ くわえる

R 追加する1.1580

たたえる 卓立土

Ko たたえる 互互を みなぎる

R 占え旦 ふ空士 二五主

立全土 互生 垂と土

Ko ニ ゝむ1塾 (a)2.583 滅ずる2.15802.3062

Ko 減少する1.1580

R

はねる (知日挑ぬる2.1523 はじく2.1523 はじける2.1523 2.1581

はぜる2.5160

0ひく(挽･株)退く2.1526挽く2.1564引く2.15642.3062

弾く2.322.337 ひっぼる2.1564

ひく(挽･稚:退く2.1526挽く2.1564引く2.15642.3(光2

Ko oちぢむ 縮小する1.1582 短縮する1.1582

0ちぢめる 縮小する1.1582 短縮する1.1582

R はしょる からげる2.1554 まくる2.1570

め くる2.1570 たくしあげるナシ

弾く2.322.337 おす押す2.1564推す2.3063

つく突く2.1564柏く2.384

'ひく(挽･様こ退く2.1526挽く2.1564引く2.15642.3鴨2

弾く2.322.337 おす押す2.1564推す2.3063

ひっぼる2.1564

ひく(挽･喋j退く2.1526挽く2.1564引く2.15642.3062

弥く2.322.337 はる鎚る2.1342.1565〔托〕2.1563

ひっぼる2.1564

ひく(挽･授)退く2.1526挽く2.1564引く2.15642.3062

弾く2,322.337 つつ打つ2.15632.383肘つ2.353撃つ･

射つ2.3鈷I かなでる2.322.3372.383 たたく2.1563

弾ずる2.32 ならす2.503 ふく2.33942.515

ひく(挽･搾)退く2.1526挽く2.1564引く2.15642.3鵬2

弾く2.322.337 さがる2.1540 さげる2.15152.1540

しさる2.1526 しりぞく2.1526 すさる2.】526

すすむ2.1526 すすめる進める2.15262.16軌める2.367

だす2.1212.1㍊0 でる2.1212.190

ひっこむ2.15302.18 ひっこめる2.15302.18

やぶる2.353 0かつ2.353 まかす2.353

2.1580

あふれる こぼれる2.1540 もれる2.1532

あふれる こぼれる2.1540 もる2.1532

もれる2.1532

あふれる はみだす2.1530

D 2.1582

うすらぐ2.5(冶 ○うすれる2.5C6

Ki

D

D

D

KO

Ki

Ki

R

D

D

Ki,R
D

R

うすれる2.5鵬 あせる2.502

さめる覚める2.502位める2.502冷める2.517

塵ヱ旦2.162.581 おいる2.581 そだつ2.581

としよる2.581 成長する1.581 としおいるナシ

としとるナシ としをとるナシ

ふくらむ ○ふ くれる2.301 膨張する1.15821.5160

ふくらむ ふくれる2.301 ふとる2.581 こえる2.581

ふくらむ ふくれる2.301 ふとる2.581 こえる2.581

むくむ2.585

ふくれる2.301 いかる2.301 いきどおる2.301

0おこる2.301 む くれる2.3012.585

立腹する1.3011 はらをたてるナシ

ほそる やせる2.5812.582

D 2.1583

R おとろえる2.379 かれる梱れる･噌れる2.513枯LLる2.582

さびれる2.379 しおれる2.582 すたれる2.125

こうずる (こうじる 偶 ･輔)) つよまる

つのる2.1555

0しのぐ2.19 凌和する1.1583 まさるナシ
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2. 16

'あける(覗)開ける2.1553 あく明く.空く2.135糊く2.1553

とじる閉じる2.1553組じる2.3粘l ひらく2,)553 Ki

ネける(叫 糊ける2.1553 あくq(･7Xく2.135聞く2.1553

しまる閉まる2.1553締まる2.1570

しめる締める2.1342.1565閉める2.1553枚める2.1570

とぎす2,1553 とじる閉じる2.1553損じる2.3851

ひらく2.1553 ひらける2.15532.330 5

土皇上二 いく2.1527 とぶ2.1523 はしる2.15232.3392 D

oいそ壬 生⊥ R

●いそ(二 堂上 あわてる2.301 Ki

.工Lれる くらす2.333 Ki

二さしせ まる せっばつまる2.19 切迫するJ.1344 R

二すぎる2.1525 'こえる2.1521 こす2.1521 Ki

○すぎる2.1525 たつ(根).J:つ2.15132.1521祉つ2.382

二ゝ互2.1521 経過する1.1520 R

●す=:す Ki

すすめる(劇 2.1526勧める2.367 もとめる2.30412.352 D

すすめる(過)2.1526勧める2.367

しいる掛 ､る2.307強いる2.367 しむける2.367

すすめる(過)2.1526勧める2.367 うながす2.367

さそう2.3512.367 もとめる2.30412.352

すすめる(過)2,1526勧める2.367 さがる2.1540

さげる2.)540 しさる2.1526 Ll)ぞく2.1526

すさる2.1526 すすむ2.1526 だす2,1212.1530

でる2.1212.1530 ひ く退く2.1526抱く2.15642.1571

引く2.15642.3062棟 く2.J571帥く2.322.337

ひっこむ2.15302.は ひっこめる2.15302.1H

●たつ(紘)ir.つ2.15132.1521絶つ2.382

たてる立てる2.1513閉てる2.1553経てる2..1R2

たつ(鎧)立つ2.15132.1521経つ2.382 うず くまる2.3391

おきる2.1222.1513 かがむ2.1570 かしぐ2.1514

かたむ く2.1514 こしかける2.3391 ころぶ2,1514

しゃがむ2.3391 すわる2.15132.3391

たおれる2.1514 ねる2.15132.300 2.333

はう2.15232.3392 ひっくりかえる2.1514

ふす2.1513 よこたわる2.1513

虚空旦 2,15822,581 おいる2.581 そだつ2.581

としよる2.581 成長する1.581 としおいるナシ

としとるナシ としをとるナシ

のぞむ 個 )2.17g.!tJ2.3041 しいる掛 ､る2.307掛 ､る2.367

たのむ2.352 ねが う2.3041 命ずる2.367

もとめる2.30412.352 哀願する1.366

依頼する1.3531 希望する1.3042 強制する1.3671

強要する1.366 懇額する1.366 懇嫡する1.366

懇望する1.366 嘆願する1.366 命令する1.367

要求する】.366 要請する1.366 要望する1.366

0ふるぴる ふるぼける

iL.22.370

一二も 22,370 有する2.370 所有する)･3701

2. 17

あおむ く うつぶす ねころぶ2.1513

ぬる2.15132.300 2.333 ふす2.1513

よこたわる2.1513

あおむ く うつぶす うつむ く ふす2.1513

iつむく うなだれる2.3390

0くざる しきる

さからう そむ く たてつ く2.3681 0てむか う2.353

D

R

39

Ki

D

D

D

R

はむか う2.353 反逆する1.36O 反抗する1.1562 R

そう(約) 糾う2.1122.1556添う2.1562

●したがう2.Ill2.3632.367

生ら止 立か_i 出 _ 直主立

そむける むける

D そ らす1逸〕2.1521反lJ 2.157 おる2.1570 まける2.157OD

地 2.1521ll;,す2.157 ずらす2.1521

どける2.1521

皇吐息 2.1521 ずれる2.1521 どく2.1521

それる2.1521 むか う さる2.1527 転ずる2.1521

D

D

D

のぞむ 〔払〕2.16望む2.3041 しいる掛､る2.307掛 ､る2.367

たのむ2.352 ねが う2.3041 命ずる2.367

もとめる2.30412.352 哀願する1.366

依紙する1.3531 希望する1.3042 強制する1.3671

強要する1.366 懇願する1.366 懇請する1.366

懇望する1.366 嘆願する1.366 命令する1.367

要求する1.366 要請する1.366 要望する1.366 D

主立互2.15602.3鵬2 おしよせる2.1560

くりだす2.1530 くる2.1527 つめかける2.1560

のりこむ2.1531 くりこむナシ

よ二巴を2.156O2.3(冶2 おしよせる2.1560 せまる2.1560

ちかづ く2.1560 ちかよる2.1560 つめよる2.)560

よる 〔拠)2.111寄る2.1560侍る･覚る2.1562 D

よ堂旦2.15602.3(冶2 あつまる2.1555 くっつ く2.1560

くっつける2.1560 せまる2.1560 ちかづ く2.1560

ちかづける2.1560 ちる2.1552 とおぎかる2,1561

とおぎける2.1561 とおの く2.1561 はなす2.1561

はなれる2.1561 へだたる2.15522.1561

へだてる2.1552 よる (拠〕2.111寄る2.1560侍る･

･,tる2.1562 とおのけるナシ
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2.18

過 2.1571へこむ もりあがる2.)4

もりあげる2.14

土上星を2.1571 ひっこむ2.1530 へこむ

⊥逆立2.1571 へこむ まがる2,1570 おれる2.1570

ゆがむ2.1570

でっぼる でぼる ひっこむ 2.1530

ひっこめる2.1530 つきだす2.1㍊0

てる2.1212.1530 つきでるナシ

ひっこむ2.1530 ひっこめる2.1530 さがる2.1540

さげる2.15152.1540 だす2.1212.1530

でる2.12)2.1530

ひっこむ2.1530 ひっこめる2.1530 さがる2.1540

さげる2.15152.1540 しさる2.1526

しりぞく2.1526 すさる2.1526 すすむ2.1526

すすめるj蛙める2.15262.16肋める2.367

だす2.1212.1530 でる2.1212.1530ひく退く2.1526

挽く2.15642.1571引く2.15642.3(娼2枚 く2.1571弾く2.32

2.337

oひっこむ2.1530 -こむ

ひねる2.1570 ねじる2.1570 よじる2.1570

まがる2.1570 そる2.1570

●まがる2.1570 まける2.1570

呈｣虻を2.157O うねる2.1570 くねる2.1570

呈埋 る2.1570 おれる2.1570 そる2.1570

0まが る2.1570 屈曲する1.1570 湾曲する1.1570

豊丘三五2.1570 しなう2.1570 そる2.1570

たわむ2.1570

呈夏冬2.1570 ひんまがる2.1570 ひんまける2.1570

まげる2.1570 ゆがむ2.1570 ゆがめる2.1570

2.19

0しのぐ2.1583 凌鶴する1.1583 まさるナシ

す ぐれる ずぬける2.1㍊ ずばぬける

ぬきんでる

すぐれる ずぬける2.1㍊ ずばぬける

ぬきんでる ひいでる まさるナシ

せっぱつまる ○さしせまる2.16

切迫する1.1344

ダ7'る ○かきなる2.1554 盛複する1.1240

2 . 300
0いた む (捕 )仲tJ2.302 うずく
盛三五 'お もう2.3060 かんがえる2.3060

くたびれる ○っかれる 困僚する1.3002

疲労する1.3002

くたびれる つかれるへたばる へばる

D きます (隻)冷ます2.517 すずむ2.517 ひやす2.517

Ko だらける ○だれる

ねいる ○ねこむ ねつ く

D ね旦 2.15152.333 おきる2.1222.1513

●おこす起こす2.1222.1513興す2.122

R

KO
D

R

R

Ki

虫を2.15132.333 あおむ く2.17 うつぶす2.17

ふす2.1513 よこたわる2.1513

金主2.15132.333 うず くまる2.3391 おきる2.1222.1513

かがむ2.1570 かしぐ2.1514 かたむ く2.1514

こしかける2.3391 ころぶ2.1514 しゃがむ2.3391

すわる2.15132.3391 たおれる2.1514

たつ立つ2.15132.1521経つ2.16建つ2.382

はう2.15232.3392 ひっくりかえる2.1514

ふす2.1513 よこたわる2.1513

ふれる (症)触れる2.1560 さわる障る2.135触る2.1560 Ko

'ふれる (狂)肘Lる2.1560 いじる2.3393

D さわる障る2.135触る2.1560

R ふれる (狂)触れる2.1560 あたる2.1122.1563

Ko さわる障る2.135触る2.1560 ぶつかる2.1563

D ふれる (症)ktLる2.1560 0さわる障る2.135触る2.1560

Ki 棟する2.1560 接触する1.1560

D ふれる (狂)糾しる2.1560 あてる2.1563

D さわる符る2.135触る2.1560 たたきつける2.1563

R ぶつける2.1563

D 2.301

いかる いきどおる おこる しかる2.3682

D 憤慨する1.3011 はらをたてるナシ

いかる いきどおる ○ぉこる ふ くれる2.1582

むくれる2.585 立腹する1.Boll

R はらをたてるナシ

うれしがる よろこぶ いわう2.3041

D はしゃぐ2.338

0おそれる おぴえる こわがる

D あわてる ●いそぐ2.16 せ く2.16

R oおどろく たまげる びっくりするナシ

○ぉもしろがる 輿ずる

R かなしむ とむらう2.3362.351

くるしむ 〇二まる

くるしめる いじめる2.3683 いためつける2.353

D,R いびる2.3683

Ki oこだわる 拘泥する1.3043
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Vしょげる ふさぐ2.1565 32と旦

○てれる2.30Z はにかむ

○ふ くれる2.1582 ふ くらむ2.1582

膨張する1.15821.5160

ふくれる2.)582 こえる2.581 ふ くらむ2.1582

ふとる2.15822.581

.i.くれる2.1582 こえる2.581 ふ くらむ2.1582

ふとる2.15822.581 む くむ2.585

ふさぐ2.1565 つめる2,15312.3393

ふさぐ2.1565 しまる閉まる2.155:1締まる2.1570

しめる締める2.1342.1565閉める2.1553攻める2.1570

とぎす2.1553 とじる閉じる2.1553純じる2.3851

ふさがる2.1565

●よろこぶ よろこぼしい3.3010

2.302

あがめる 'うやまう 尊敬する1.3021

0いたむ (悼)縮む2.300 うず く

いとう Uきらう

○したう す く ほれる こうナシ

堂上 2.5161 あぶる2.5161 いる2.5161

や く(妬)挽く2.5161 いため る2.3別 2.5161

いる2.5161

や く(桁)披く2.5161 あぶる2.5161 いためる2.3842.5161

いる2.5161 ほうじる2.5161

や ((W)挽く2.5161 くすべる2.5161 二がす2.5161

もす2.5161 もやす2.5161

や く(如)放く2.5161 いためる2.3別 2.5161 いる2.5)61

たく2.5161 にる2.3朗 2.5161 ふかす2.5161

むす2.5161

R

R 2.3040

いきおいこむ いきごむ ○がんばる はりきる

R ふんばる

こらえる しのぶ ○たえる 我悼する1.30LIO

D oためらう 跨蹄する1.3012 速巡する1.3012

'っとめる 憎)勤める2.3:a

D つとめる (別 軌める2.332 はげむ2.30JO

D いそしむ2.332 はたらく2.332

2.3041

いのる2.336 いわう のろう2.313

いわう うれしがる2.301 はしゃぐ2.338

よろこぶ2.301

くいる くやむ ○後悔する1.3044

のぞむ (qt)臨む2.162.17 ねがう もとめる2.352

しいる掛 ､る2.307強いる2.367 たのむ2.352

袈噺する1.366 幌噺するI,366 懇願する).366

愁訴する1.366 懇望する1.366 希望するI.3042

依椀する1.3531 安望するl.366 安納する1.366

安球する1.366 命ずる2.367 命令する1.367

強制する1.367 強要する】.366

D もとめる2.352

もとめる2.352 すすめる進める2.15262.16勧める2.367

D もとめる2.352 うながす2.367 さそう2.3512.367

すすめる進める2.15262.16肋める2.367

D もとめる2.352 せがむ2.352 せびる2.352

33だる2.352 ゆする2.352

40 2.3042

やける (恥 披く2.1561 いぶる2.5161 くすぶる2.5161 0 すねる ひがむ ひね くれる

こげる2.5161 もえる娩える2.51611).,)える2.581 Ko,D Bっけあがる 増長する1.1583

ひねくる ○いじる2.3393 もてあそぶ2.3683

2.303

いななく なく ほえる

○うめ く nl帥今する1.3031

うめ く わめ く いう2.312 がなる2.312

さけぶ2.312 ささや く2.312 つぶや く2.312

どなる2.312 どもる2.312 まくしたてる2.312

bぐずる むずがる

さえずる すだく なく

しかめる2.1570 ゆがめる2.1570

なく ほえる

ふきだす ほくそえむ ほほえむ わらう

わめ く がなる2.313 0さけぶ2.312 どなる2.312

D 2.305

R bぉばえる 記憶する1.3051

ならう まなぶ おしえる2.364 おそわる2.364

D

氏

D

D

D

D

R

勉強する1.3朗0

ならう まなぶ ●おしえる2.364 おそわる2.364

ならう ○まねる

ならす 'なれる

まなぶ

2.306D

おもいつ く かんがえる 思案する1.3061
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●おもう かんがえる 感ずる2.300
上旦 あぱ く2.1212.1553

しる わかる

●しる しれる わかる

しれる ばれる2.121

信 じる

○とく (解)a.3鵬0溶く2.5160 ほどく2.1550

Ki 減ずる2.1580 0へる2.1580〔腹〕2.583 減少する1.1580

D こころみる ○ためす

N さがす ●えらぶ2.3(別

Ki ●しらべる

D oLらべる 調査する1.3065

37 たずねる (8)2.313肋ねる2.351 0きく2.3092

R ただす耕す･質す2,313正す2.307 といただす2.313

とく (掛 2.3060溶く2.5160 ほぐす2.1550 ほどく2,1550D

とく(糾 2.3060溶く2.5160 とかす2.1550 ほぐす2.1550

ほどく2.1550 Ko

まどう ○まよう2.3063 R

みとめる あきる2･3062 さがす2･30甲

みいだす2.3062 みつける2.3062 発見する1.3091D

2.3061

:去旦逆 さがす2.3062

'とりあげる2.370 うばう2.370 ふんだくる2.370

Ki

まきあげる2.15402.15702.370 没収する1.3700 R

●とる (揺)取る2.1252.370執る2.3393〔軌)2.381

とれる2.1561

とる (掛取る2.1252.370執る2.3393〔執)2.381

ぬ ぐ2.1132.333

とる (掛 取る2.1252.370執る2.3393〔漁〕2.381

あたえる2.377 うける2.15152.377 うる2.376

かう2.376 くれる2.377 もらう2.377

やる2.3422,377 わたす2.1521

なぞらえる2.112 0みたてる みなす

2.3062

あきる さがす みいだす みつける

みとめる2.3060発見する1.3091

うかがう (級)伺う2,30922.313 みる2.3090

かける (掛)2.15)5賭ける2.371

.かかる掛かる2.1515罷る2.585

D

D

N,Ki.24

○かける (掛)2.1515脚ナる2.371 ひっかける2.1515

かける (掛)2.1515附ナる2.371 あぴせる2.113

そそぐ2.384

かける (掛)2.1515鰍する2.371 さける2.15152.1540

つる釣る･吊る2.1515盛る2.585 つるす2.1515

0かぞえる 勘定する1.3064

0きめる 決する2.3063 さだめる2.3063

決定する1.3067

くわえる2.1580 'たす2.)580

くわえる2.15800たす2.1580 つけ (わえる2.1580

追加する1.1580

R

D

Ko

R

R

Ki

R

とう問う2.313倣う2.351 質問する1.3132

はかる (計)2.3063図る2.3080くわだてる2.308

たくらむ2.308 もくろむ2.308

0ひく(引)2.1564退く2.1526挽く2.15642.1571棟く2.1571

弾く2.322.337 ひっぼる2.1564

ひく(引)2,1564退く2.1526挽く2.15642.1571快く2.1571

弾く2.322.337 おす押す2.1564推す2.3063

つく突く2.1564鴇く2.384

'ひく(引)2.1564退く2.1526挽く2.15642.1571樺く2.1571

弾く2.322.337 おす押す2.1564推す2.3063

ひっぼる2.1564

ひく(引)2.1564退く2.1526挽く2.15642.1571株く2.1571

弾く2.322.337 はる張る2.1342.1565(穣〕2.1563

ひっぼる2.1564

ひく(那)2.1564退く2.1526挽く2.15642.1571樺く2.1571

弾く2.322.337 つつ打つ2.15632.383肘つ2.353撃つ･

射つ2.3851 かなでる2.322.3372.383 たたく2.1563

弾ずる2.32 ならす2.503 ふ く2.33942.515

ひく (引)2.1564退く2.1526挽く2.15642.1571怖く2.1571

弾く2.322,337 さがる2.1540 さげる2.15152.1540

しさる2†1526 Ll)ぞく2.1526 すさる2.1526

すすめる迎める2.15262.16勧める2.367 すすむ2.1526

だす2.1212.1530 でる2.1212.1530

ひっこむ2.15302.18 ひっこめる2.15302.18

みいだす ○みつける 発見する1.3091

0みおとす みすごす2.3090 みのがす

看過する1.3092

よせる2.15602.17 おしよせる2.1560 くりだす2.1530

くる2.1527 つめかける2.1560

のりこむ2.1531 くりこむナシ

よせる2.15602.17 おしよせる2.1560 せまる2.1560

ちかづ く2.1560 ちかよる2.1560 つめよる2.1560

よる 〔扱〕2.111寄る2.1560侍る･托る2.1562

よせる2.15602.17 あつまる2.1555 くっつ く2.1560
くっつける2.1560 せまる2.1560 ちかづ く2.1560

ちかづける2.1560 ちる2.1552 とおぎかる2.1561

とおぎける2.1561 とおのく2.1561 はなす2.1561

はなれる2.1561 へだたる2.15522.1561
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へだてる2.1552 よる 〔拠〕2.111寄る2,1560

侍る･托る2.1562 とおのけるナシ

●わる2.1571 きる2.1571 われる2.1571

立旦2.1571 くずす2.1571 'こわす2.1571

こわれる2.1571

わる2.1571 きる2.1571 くだ く2.1571 さく2.1571

たつ絶つ2.1502放つ2.1571 ちぎる2.1571

やぶる2.15712.353

土星 2.1571 おる2.1570 きる2.1571 くだ く2.1571

こわす2.1571 ちぎる2.1571 やぶる2.15712.353 14

と旦 2.1571 きる2.1571 くずす2.1571 くだ く2.1571

こわす2.1571 さく2.1571 たつ絶つ2.1502放つ2.1571

ちぎる2.1571 つぶす2.1232.1571

やぶ る2.15712.353

2.3063

0おす (樵)押す2.1564 おさえる2.1564 R,1

おす (樵)押す2.1564 つ く突く2.1564拙く2.3糾 D

おす (樵)押す2.1564 ●ひ く退く2.1526抱く2.15642,1571

引く2.15642.3(鳩2樺く2.1571仰く2.322.337

ひっぼる2.1564

おす (樵)押す2.1564 つ く突く2.15641iI,く2.3糾

ひ く1!(2.1526挽く2.15642.1571･,'[く2.15642.3062

搾 く2.157lJlgi･く2.322.337

おす (樵)押す2.1564 しぼる2.15702.33932.3681

ね じる2.1570

●きまる きめる さだまる さだめる

○ぎめる 決する さだめ る 決定する1.3O67

はかる (.H･)2.3062図る2.3O8 0くわだてる2.308

た くらむ2.308 もくろむ2.3(冶

○まよう2.3(光0 まどう2.3060

みなす2.30610みたてる2.3(別 なぞらえる2.1122.3(別

2.307

●あや まる まちがえる

しいる (.沌)搬いる2.367 しむける2.367

すすめる進める2.15262.16肋める2.367

しいる (urQH･,'a:･いる2.367 命ずる2.367 強制する1.3671

強要する1.366 命令す る1.367

しいる (igi)掛 .る2.367 たのむ2.352 43が う2.3041

のぞむ臨tJ2.162.17亡!!tJ2,3(Ml 命ずる2.367

もとめる2.30412.352 哀願する1.366

依頼する1,3531 希望する1.3042 強制す る1.3671

強要する1,366 懇願する1.366 懇璃する1.366

懇望する1.366 嘆願する1.366 命令する1,367

Ki

D

D

Ki

R

R

R

R

要求する1.366 要論する1.366 要望する1.366 D

ただす (止.)糾す･什ナ2.313 0きく2.3092

たずねるJ:lHJる2.3132.3062訪ねる2.351

といただす2,313 とう問う2.313iJ]う2.351

質問す る1.3132

なおす (itf.)2.15012.3850約12.585 つ くろう2.3850 D

oなおす (iT.:)2.15012.3850約す2.585 あらため る2.1501

修理す るJ.3850 R,17

2.308

0くわだてる たくらむ はかる 日･4)jf･る2.3鵬22.3C63

もくろむ

2.3090

みえる ちらつ く2.501

'みえる みる みせ る2,3001

みかける みる

みすごす2.3(施2 0 みお とす2.3(光2 みのがす2.3(鳩2

番過する1.3(乃2

･みつめる にらむ2.3390

みる

みる うかが う現う2.3鵬2杓う2.30922.313

2.3091

'さす (棉)ii=.12.1532抑r2.1571射す2.501

D

Ki

D

R

D

7

D

6

Ki

さす (棉)ti･･.+2.1532刺す2.1571射す2,501 いれる2.1530

つ ぐ2.1532

さす(棉)a:_す2.1532刺す2,1571射す2.50) くむ2.15322.3393

そそぐ･2.1540 つ ぐ2.1532

ひけ らかす ○みせぴらかす

みせ る ●みえる2.3090 みる2.3090

2.3092

うかが う (伺)2.313窺う2.3062 みる2.3090

■きく こたえる2.313

'きく たずねる刷 ｡る2.3(鳩22,313ilMJる2.351

ただすiI.I/r2.307糾す･門12.313 といただす2.313

とう問う2.313iJiう2.351 質問する1.3132

D

2.3093

2.310

よむ(汰)乱 ･2.3151

よむ (紘)説tJ2.3151 えが く2.32 ●か く2.3150

したためる2.3150 しるす2.3150
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2.312

●あらわす ほ)現わす2.121著わす2.32 あらわれる2.121

か くす2.121

いう ○っ く突く2.1564拍く2.384

いう くちばしる

いう しゃべる はなす2.313

いう しゃべる かたる縛る2.313佃 〕2.3683

のペる2.313 はなす2.313

いう がなる さけぶ ささや く つぶや く

どなる どもる まくしたてる うめ く2.303

わめ く2.303

oさけぶ どなる がなる2.313 わめ く2.303

しらす しらせる すっぱぬ く2.313

ばらす2.1212.1550

OLらせる 報ずる つげる2.313

通ずる2.1525 ■かよう2.1525

ったえる -ったわる2.1524

2.313

うかがう (伺)2.3092洗う2.3062 みる2.3090

かたる (掛 〔榔 2.3683 のペる はなす ●いう2.312

しゃべる2.312

がなる ○さけぶ2.312 どなる2.312 わめ く2.303

ぐちる ○ぼや く こぼす2.1540

こたえる ●き く2.3092

すっぱぬ く しらす2.312 しらせる2.312

ばらす2.1212.1550

主上旦 くさす2.3683 0けなす2.3683

こきおろす2.3683

3.3151

よむ (読)詠む2.310

よむ (託)泳tJ2.310 えが く2.32 ●か く2.3150

したためる2.3150 しるす2.3150

D

20 2.32

'あらわす (普)現わす2.12)戟わす2.312あらわれる2.121

Ki か くす2.121

0うつる (判 移る2.1521映る2.501 感染する1.585

伝染する1.15241.585

D うつす⊥勤 移す2.1521映す2.501 うつる (引 移る2.1521

R 映る2.501 うごかす2.1510 'うごく2.1510

主壁土 ●かく2.3150 したためる2.3150 しるす2.3151

D よむ詠む2.310読む2.3151

R かなでる2.3372.383盟重量 旦呈｣塑2.337退く2.1526

Ki ･挽く2.15642,1571引く2.15642.3062撫く2.1571

Ki うつ打つ2.15632.383肘つ2.353撃つ･射つ2.3拡1

たた く2.1563 ならす2.503 ふ く2.33942.515

0ひく (糾 2.337退 く2.1526挽く2.15642.1571引く2.1564

2.3062捲く2.1571 ひっぼる2.1564

ひく 牌 )2.337退く2.1526挽く2.15642.1571引く2.1564

Ki 2.3062株く2.1571 おす2.1564推す2.3063

R つ く突く2.1564鴻く2.384

R ひく (削 2.337退く2･1526挽く2･15642.1571弓!く2.1564

Ki 2.3062棟く2,1571 はる張る2.1342.1565【操〕2.1563

ひっぼる2.1564

D 'ひく (削 2.337退く2.1526挽く2.15642.1571引く2.1564

2.3062梯く2.1571 おす押す2.1564推す2.3063

R ひっぼる2.1564

たずねる (即 2.3062ま細 る2.351 ただす (秒 針正す2_.3071 ひく (糾 2.337退く2,1526挽く2,15642.1571引く2.1564

といただす とう (fuJ)訪う2.35l vきく2.3092

質問する1.3132

つげる ○しらせる2.312 報ずる2.312

のろう いのる2.30412.336 いわう2.3041

姓をヱ 土土2.312 しゃべる2.312

2.314

2.150

oか く したためる しるす

●か く したためる しるす えか く2.32

よむ詠む2.310読む2.3151

ひかえる2.120 いる2.120

2.3062撫く2.1571 さがる2.1540 きげる2.15152.1540

氏 Lさる2.1526 しりぞく2.1526 すさる2.1526

R すすむ2.1526 すすめる進める2.15262.16勧める2.367

34 だす2.1212.1530 でる2.1212.1530 ひっこむ2.1530

20 2.18 ひっこめる2.15302.18

2.330-2.331

つく 憎 )2.3683就く2.111弟 く2.1521付く2,1560

たどりつ く2.1521

R つ く(盟)2.3683就く2.111幼く2.1521付く2.1560

たかる2.1555 とまる止まる･留まる2.1512

Ki 泊まる2.333

D oつ く(i)2.3683就く2.111瀬く2.1521付く2.1560

とどく2.1521 到着する1.1521

-lo∑-

Ki

R

Ki

Ki

Ki



事っ く 憎 )2.3683就 く2.111才=2.1521付く2.1560

つける称する2.1132.333付ける2.1560

はなす2.1561 はなれる2.1561

つ く (忠)2.3683就く2.111荊 く2.1521付く2.1560

い く2.1527 おしかける2.1521 かけつける2.1571

つめかける2.1560

つ く は )2.3683就く2.lil･Hiく2.I521付く2.1560

いたる2.1521 おi:ぶ2.152】 達する2.】521

事とどく2.1521

ひらける2.1553 あ く明く･空く2.135開く2.1553

あける脚ナる2.1553EtJ冊る2Jti しまるIy)まる2,1553

締まる2.1570 しめる締める2.1342.1565mめる2.1553

枚める2.1570 とぎす2.1553 とじる閉じる2.1553

損じる2.3851 ひらく2.1553

2.332

いそしむ つ とめる2.3040 はたらく はげむ2.3040

0おこたる サボる ずるける なまける

かせ ぐ はたらく

む堂_≦ニ もうける脚する2.375脚ナる2.385O

事っ とめる2.3040

'はたらく やすむ2.1502

D

○きる まとう2.113

す

=
l
=
I
=
l
=
J
=
L
I

はおる

かむ2.3394 のむ2,3394

たいらげる2.353 のむ2.3394

たべる ついばむ2.3394

たペる はむナシ

●くれる2.16

きめる (･u:)組める2.502冷める2.517 あせ る2.502

Ki さめる (Lil:)細める2.502冷める2.517 ひえる2.517

D

R

D
D

Ki

Ki

2.333

あがる 〔血〕〔終〕2.1502上がる2.1540

のぼる2.1540 Ko.3.4.21.22

'あがる(食〕〔終〕2.1502上がる2.1540 お りる2.1541

くだる2.1540 さがる2.1540 のぼる2.1540

あがる 【食〕〔終〕2.1502上がる2.1540 くう くらう
たべ る め しあがる いただ く2.1132.377

たいらげる2.353 のむ2.3394

あがる 〔食〕〔終〕2.】502上がる2.1504 あげる2.15402.377

おちる2.1540 おとす2.1242.1540 お りる2.1541

おろす2.1541 くだける2.1540 さがる2.1540

さげる2.15152.1540 のぼる2.1540

うろつ く あるきまわる2.1523 ぶ らつ く2.3392

うろつ く さすらう さまよう2.1523

ほっつ く2.1523 ほっつきある(ナシ

全道旦2.113 あぴる2.113

全室を2.113 きる

全道旦2.】13 並 あぴる2.113

坐主星2.113 きる つける (那)2.113付ける2.1560

は く はめる2.1516

喫する .くう くらう 食する ○たペる

'きる

さめる (･u:)槌める2.502冶める2.517 あせる2.502

うすれる2.15822.506

つける 川 )2.113付ける2.1560 'っ く就く2.lil･hyiく2.1521

L･･J.く2.1560恐く2.3312.3683 はなす2.1561

はなれる2.1561

つける (那)2.113付ける2.1560 あてが う2.1552

あてる2.1563 お く2.1515 しく2.1515

すえる2.1515 のせる2.1541 はる･lliる2.1342.1565

〔接〕2.1563

良
D

N

D

D

33

Ki

KO
D

Ki

15

○とまる (泊)止まる･倒まる2.1512 とどまる2.1512 R

とまる (拍)jl･.まる･榊よる2.1512 たかる2.1555

つ く就く2.111Xi(2.1521付く2.1560恐く2.3312.:欄 3 D

○とまる (的)止まる･･.･i･はる2.1512 や どる

宿泊する1.3331

ぬ ぐ2.113 とる取る2.1252.370探る2.3061執る2.3393

〔漁〕2.3別

壁上2.113 けずる2.1571 そ ぐ2.1571 はがす2,1571

は ぐ2.日32.1571 む く2.1571 むしる2.3393

Ki 虫旦2.15132,300 おきる2.1222.1513

事おこす起こす2.1222.15131̂Lす2.122

D

D

32

N

R

い

D

Iくi

虫旦2.15132.300 あおむ く2.17 うつぶす2.17

ねころぷ2.1513 ふす2.1513 よこたわる2.1513 1)

垂旦 2.15132.3仙 うずくまる2.3391 おきる2.1222.15J･･i

かがむ2.1570 か しぐ2.1514 かたむ (2.1514

こしかける2.3391 ころぶ2.1541 しゃがむ2.3訓 l

すわる2.15312.3391 たおれる2,1541

たつ:)I(.つ2.15132.1521経つ2.16碓つ2.382

はう2.15232.3392 ひっくりかえる2.151̀l

ふす2.1513 よこたわる2.】513

2.335- 2.336

いのる2.3041 いわう2.3041 のろう2.313 34

たむける あげる2.Z5402.377 ささげる2.15402.377

D そなえる2.375 D
R たむける あげる2.15402.377 お くる過る2.15712.3田

Ki 脚る2.377 ささげる2.15402.377 そなえる2.375 D
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とむらう2.351 かなしむ2.301

0はらう (級)払う2.1252.371 しはらう2.371

支弁する1.3700

はらう (敢)払う2.1252.371 あたえる2.377

たてかえる2.371 やる2.3422.377

ほうむる うずめる2.1516

D 陣呪する1.3001

にらむ みつめる2.3㈹O

R ぬかず く ひざまず く2.3391 ひれふす2.1513

D 2.3091

D うず くまる こしかける しゃがむ すわる2.1513

2.337- 2.338

あそぶ 8.31

●あそぶ たわむれる ふざける Ki

あそぶ じゃれる たわむれる ふざける D

oひ く (州)2.32退く2.1526挽く2.15642.1571引く2.1564

2.3062梓く2.1571 ひっぼる2.1564

ひく(抑)2.32退く2.1526挽く2.15642.1571引く2.15642.3062

稚く2.1571 おす押す2.1564推す2.3063

つく突く2.1564的く2.384

'ひ く (n)2.32逝く2.1526挽く2.15642.1571r31く2.1564

2.3(冶2棟く2.1571 おす押す2.1564推す2.3063

ひっぼる2.1564

ひく(糾 2.32退く2.1526挽く2.15642.1571引く2.15642.3鵬2

稚く2.1571 はる2.1342.1565 ひっぼる2.1564

ひく (仰 )2.32退く2.1564挽く2.15642.1571引く2.15642.3鵬2

稚く2.1571 さがる2.1540 さげる2.15152.1540

しさる2.1526 しりぞく2.1526 すさる2.1526

すすむ2.1526 すすめる進める2.15262.16勧める

2.367 だす2.1212.1530 でる2.1212.1530

ひっこむ2.15302.18 ひっこめる2.15302.18

かなでる2.322.383 ひく(弥)2.337退く2.1526挽く2.1564

2.1571･jLく2.15642.3062棟く2.1571 つつ打つ2.1563

2.383J･fつ2.353撃つ･射つ2.3851 たた く2.1563

称する2.32 ならす2.503 ふ く2.33942.515

さわ ぐ さざめ く2.503 ざわつ く2.503

ざわめ く2.503 どよめ く2.503

さわ ぐ はしゃぐ どよめ く2.503

はしゃぐ いわう2.3041 うれしがる2.301

よろこぶ2.301

2. 3390

うなだれる うつむ く2.17

かかえる2.113 0だ く2.113

0かつ ぐ2.113 になう2.113

かつ ぐ2.113 おう2.113 しょう2.113 せおう2.113

になう2.113 おぶ うナシ

○っかまえる とらえる

にらみつける ○にらむ ねめつける

D

D

D

D

D

R.19

R

D

R

おきる2.1222.1513 かがむ2.1570 か しぐ2.1514

かたむ く2.1514 ころぶ2.1514 たおれる2.1514

たつ立つ2.15132.1521線つ2.16姐つ2.382

ねる2.15312.3602.333 はう2.15232.3392

ひっくりかえる2.1514 ふす2.1513

よこたわる2.1513

しなだれる もたれかかる2.1562 もたれる2.1562

よりかかる2.1562

ひざまず く ひれふす2.1513 ぬかず く2.3390

ふんぞりかえる そりかえる2.1570

2.3392

●あるく

○かける ●はしる2.1523

けつまず く ○っまづ く

はう2.1523 うず くまる2.3391 おきる2.1222.1531

かがむ2.1570 か しぐ2.1541 かたむ く2.1514

こしかける2.3391 ころぶ2.1514 しゃがむ2.3391

すわる2.15132.3391 たおれる2.1514

たつ:;/_つ2.15132.1521経つ2.16姐つ2.382 ねる2.1513

2.300 2.333 ひっくりかえる2.1514 ふす2.1513

よこたわる2.1513

はしる2.】523 いく2.1527 いそ ぐ2.16 とぶ2.1523

ぶらつ く あるきまわる2.1523 うろつ く2.333

2.3393

いじる さわる障る2.135触る2.1560

●ふれる触れる2.1560柾ILる2.300

0いじる ひねくる2.3042 もてあそぶ2.3683

くす ぐる さする2.1564 旦ヱ旦

_L旦 2.1532 さすiけ 2.1532刺す2.1571棉す2.3t別 射す2.501

%% (.2.1540 つ ぐ2.1532

さする2.1564 する 〔拘柁〕柁る2.1564括る2.1571刷る2.382

こする2.1564

さする2.1564 0なでる こする2.1564

しぼる2.15702.3681 おす押す2.1564推す2.3063

ね じる2.1570

0っかむ にぎる

R
D
D

D

D

D

D

Ki

R
D

D

Ko,R,19

つまむ はさむ挟む2.1132.151691Jt.･2.1571 K0
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つむ むしる ちぎる2.1571 ぬ く抜く2.1531Trく2.1524

もぐ2.1571

2重旦2.J531 .ふさぐ2.15652.301

事とる (執)取る2.1252.370採る2.306･日 独〕2.381

とれる2.1561

とる (執)取る2.1252.370採る2.3061〔漁)2.381

ぬ ぐ2.1132.333

とる(剛取る2.1252.370採る2.3061〔漁)2.381

あたえる2.377 うける2.15152.377 うる2.376

かう2.376 くれる2.377 もらう2.377

やる2.3422.377 わたす2.1521

Ko 2.342

D おこなう する

ごまかす2.3682 あざむ く2.3683 oだます2.3683

Ki ■する なる2.122

する とどろく2.503 なる2.503 ひびく2.1112.503 D

D qする なす やる2.377

ふるまう もてなす2.351

14

ひろう 'おちる2.1540 おとす2,1540 すてる2.】25 Ki

●まく(撤)2.1552蒔2.381 ばらまく2.1552

ふリまく2.1552 まきちらす2.1552

宜しを けずる2.1571 そぐ2.1571 ぬ ぐ2.1132.333

はがす2.1571 は ぐ2.1132.1571 む く2.1571

2.3394

あおる (坤)煽る2.142.515 聖堂

あおる (叫)煽る2.142.515 あおりたてる2.3682

けしかける2.3682 そそのかす2.3682

かじる かむ

かぶりつ く かみつ く

かぶりつ く かみつ く くいつ く

かむ のむ くう2.333

しゃぶる ○なめる

○すいこむ2.)531 吸収する1･.1532 吸入する1.1532

すう すする

すう のむ

すう すする のむ

すう はく ふかす

ついばむ くう2.333 たペる2.333

のむ くう2.333 たいらげる2.353

のむ あがる (終〕2.1502上がる2.1540(fl)2.333

いただく2.1132.377 くう2.333 くらう2.333

たいらげる2.353 たべる2.333 めしあがる2.333

はく ふ く2.515 あげる2.15402.377

つ く突く2.1564的く2.3糾 もどす2.1527

ふく2.515 うつ打つ2.15632.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851

かなでる2.322.3372.383 たたく2.1563

弥ずる2.32 ならす2.503

ひく退く2.)526挽く2.15642,1571引く2.15642.3063

悼く2.1571脚く2.322.377

D
D

D

D

N

R

R

D

D

D

D

D

D

暮やる2.377

豊丘 2.377 もらう2.377

やる2.377 あたえる2.377 たてかえる2.371

はらう払う2.1252.371敵う2.336

やる2.377 あげる2.15402.377 くれる2.377

もらう2.377

堂旦2.377 あげる2.15402.377 あずける2.378

あたえる2.377 かす2.378 わたす2.1521

R

D

Ki

16,30

D

18

D

やる2.377 おくる送るZ.)5212.383斬る2.377

つれる2.1556 とどける2.15212.377 はこぶ2.38:i

ひきいる2.1556 よこす2.1521

やる2.377 あたえる2.377 うける2.15152.377

うる2.376 かう2.376 くれる2.377

とる取る2.1252.370探る2.3061執る2.3393〔漁〕2.3持1 ll

里を2.377 お くる過る2.15212.383野は2.377

つれる2.1556 とどける2.15212.377

はこぶ2.383 ひきいる2.1556 ひきたてる2.36:i

ひったてる2.1556 もたらす2.15212.383

もっていく (くる)2.1521 よこす2.1521

2.343

0しくじる 失敗する

○そこなう2.1322.15712.585 そこねる2.1322.15712.5R5

祖ずる (損じる)2.132

2.351

あう (全)食う2.】122.1550

D あう (会)fTう2.1122.155O おちあう2.1:-,56

であう2.1556 でくわす2.1556 ぶつかる2.156:i

ゆきあう2.1556 め ぐりあう2.1556

23

'あう(全)ITう2.日22.1550 わかれる(別)Jhかitる2.1552Ki

oおとずれる たずねる 訪問する1.352()

来訪する1.3520

おとずれる たずねる みまう

'さそう2.367

さそう2.367 うながす2.367 すすめる進める2.15262.16

仙める2.367 もとめる2.30412.352
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たずねる (読)糾Jる2.3鵬22.313 とう(訪)問う2.313

0きく2.3(泊2 ただす正す2.307糾す･研す2.313

といただす2.313 質問する1.3132

とむらう2.336 かなしむ2.301

もてなす ふるまう2.342

わかれる (別)分かれる2.1552 ちらぼる2.1552

ちる2.1552

2. 352

0うけあう 保証する1.367

●ことわる

R

D

D

D

〇二とわる こぼむ つっばねを2.1523 はねつけるR

ことわる こぼむ つっばねる2.1523

はJaつける 拒絶する1.3532 拒否するl･3532

せがむ せびる ○ねだる

せがむ せびる ねだる ゆする〔強的〕揺する2.1511

せがむ せびる ねだる もとめる

ゆする〔頗納)揺する2.1511

生壁 つか う2.3852 め しかかえる2.363

や とう2.363

と塾 もとめる2.3041 しいる掛 ､る2.307強いる2.367

ねが う2.3041 の ぞむ臨tJ2.162.17繋tJ2.3041

命ずる2.367 哀斬する1.366 依轍する1.3531

14)･望する1.3042 強制する1.3671 強要する】.366

懇願する1.366 懇請する1.366 懇望する1.366

嘆願する1.366 命令する1.367 要求する1.366

要請する1.366 要望する1.366

もとめる2.3041

もとめる2.3041 すすめる進める2.15262.16勧める2.367

もとめる2.3041 うながす2.367 さそう2.3512.367

D

R

D

D

D
D

すすめる進める2.15262.16勧める2.367 D

ゆする〔強訴〕揺する2.1511 ふる2.1511 ゆすぶる2.1511 D

2. 353

●あらそう さそう

いためつける いじめる2.3683 いびる2.3683

Ki

くるしめる2.301 D

うつ (JM rつ2.15632.383撃つ･射つ2.3851 たた く2.1563

な ぐる2.1563 D

と2上越 打つ2.15632.383撃つ･射つ2.3851 あたる2.112

2.1563 あてる2.1563 たた く2.1563 11

うつ (.け)TTつ2.15632.383撃つ･射つ2.3851 いる2.3851

発する2.1521 はなつ2.15162.1561 D

'うつ (討)打つ2.15632.383撃つ･射つ2.3851 たたく2.1563

なぐる2.1563 ぶつ2.】563 Ki

卓二三上迎 打つ2.15632･383撃つ･射つ2･3851 あたる2･112

2.1563 あてる2.1563 たた く2.1563 14
0I
つつ (相川 つ2115632･383撃つ･射つ2･3851 たたく2･1563

な ぐる2.1563 はたく2.1563 ぶつ2.1563 Ko,R.40

とと上迎 打つ2.15632･3B3撃つ･射つ2･3BSl たた く2･1563

な ぐる2.1563 はる張る2.1342.1565〔捕)2.1560

ひっぱた く2.1563 ぶつ2.1563

つつ (肘)打つ2.15632.383撃つ･射つ2.3851

たた く2.1563

なぐ()つける2.1563 な ぐる2.1563 ぶつ2.1563

ぶんなぐる2.1563

つつ (肘)打つ2.15632.383撃つ･射つ2.3BSl

かなでる2.322.3372.383 たた く2.1563

弾ずる2.32 ならす2.503 ひ く退く2.1526挽く2.1564

2.1571引く2.15642.3鵬2掃 く2.1571弾く2.322.337

ふ く2.33942.515

0かつ まかす やぶる2.1571

さける よける

たいらげる くう2.333 のむ2.3394

たいらげる あがる 〔終〕2.1502上がる2.1540〔食〕2.333

38

D

R

KO
D

いただ く2.1132.377 くう2.3㍊ くらう2.333

たペる2.333 のむ2.3394 め しあがる2.333 D

oてむか う はむか う さからう2.17 そむ く2.17

たてつ く2.3681 反逆する1.360 反抗する1.1562 R

oまもる ふせ ぐ2.1565 R

空室互2.1571 おる2.1570 きる2.1571 くだ く2.1571

こわす2.1571 ちぎる2.1571 わる2.15712.3062 14

竺三三旦2.1571 きる2.1571 (だる2.1571 さく2.1571

たつ絶つ2.1502放つ2.1571 ちぎる2.1571

わる2.15712.3062

空主星2.1571 きる2.1571 くずす2.1571 くだ く2.1571

こわす2.1571 さく2.1571 たつ絶つ2.1502枚つ2.1571

ちぎる2.1571 つぶす2.1232.1571

わる2.15712.3062

2. 360

2.363

●したが う2.1112.367

そ う刺う2.1122.1556添う2.1562沿う2.17

0したが う2.1112.367 服する2.367 服従する1.3672

0っかわす 派迫する1.363

ひきたてる つれる2.1556 ひったてる2.1556

ひきたてる お くる送る2.15212.383射る2.377

つれる2.1556 とどける2.15212.377 はこぶ2.383
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ひきいる2.1556 ひっったてる2.1556

もたらす2.15212.383 もってい く (くる)2,1521

やる2.3422.377 よこす2.1521

め しかかえる や とう たのむ2.352 つか う2.3852

2.364-2.365

おしえる たたきこむ2.1531 ふきこむ2.1㍊12･515

0おしえる 教育する1.3640 指導する1.3640

おしえる しこむ

'お しえる おそわる ならう2.305 まなぶ2,305

おしえる おそわる ならう2.305 まなぶ 2.305

勉強する1.3040

おしえる しこむ しつける たたきこむ2.1531

ふきこむ2.15312.515

や しなう か う2.381

2.366-2.367

うながす さそう2.351 すすめる(肋)進める2.15262.16

もとめる2.30412.352

諌する ○科するナシ

●さそう2.351

しいる (鶴)掛 ､る2.307 命ずる 強制する1.3671

強要する1.366 飴令する1.367

しいる (触)掛 ､る2.307 しむける

すすめる (即 進める2.15262.16

しいる (強)掛 ､る2.307 命ずる たのむ2.352

ねが う2.3041 のぞむ臨tJ2.162.17望む2.3041

もとめる2.30412.352 哀願する1.366

依頼する2.3531 希望する1.3042 強制する1.3671

強要する1.366 懇願する1.366 懇瀦する1.366

懇望する1,366 嘆願する1.366 命令する1.367

要求する1.366 要約する1.366 要望する1.366

'したが う2.Ill2.363

そう糾う2.1122.1556添う2.1562打iう2.17

0したが う2.1112.363 服する2.363 服従する1.3672

すすめる (肋)進める2.15262.16 もとめる2.30412.352

すすめる (肋)進める2.15262.16 さがる2.1540

さける2.15152.154() しさる2.1526

しりぞ く2.1526 すさる2.1526 すすむ2.1526

だす2.1212.1530 でる2.1212.1530

ひ く脳く2.】526抱く2.15642.1571･jtく2.15ti42.3062

棟 く2.15,7日 qi.く2.322.337 ひっこむ2,15302.18

ひっこめる2.15302,18

2.3680
D あしら う2.386 あつか う2.386

D oみか ぎる みすてる みはなす

D

R
D

Ki

2.3681

おもねる ○こびる へつらう

とj旦旦2.15702.3393 おす2.1564 ね じる2.1570

すがる2.1560 すが りつ く2.1560 とりすがる2.1560

tI)つ (2.1560 D
たてつ く さからう2.17 そむ く2.17 0てむか う2.353

はむか う2.353 反逆する1.360 反抗する1.1562 R

D 2.3682

D あお りたてる け しかける そその坐す

あおる知る2.142.515叫る2.3394

けしかける そそのかす

ごまかす2.342 あざむ く2.3683 0だます2.3683

D しかる いかる2.3m いきどおる2.3m おこる2.3m

R 惰倣する1.3011 はらをたてるナシ

Ki たたえる oほめる

D 2.3683

あざむ く ○だます ごまかす2.3422.3682

D あやす なだめる 機嫌をとる1.3(別

D

Ki

R

D

いじめる いびる いためつける2.353

くるしめる2.301

かたる 〔埴〕2.3683語る2.313 'いう2.312

しゃべる2.312 のペる2.313 はなす2,313

くさす ○けなす こきおろす そしる2.313

つ く (LT,.)2.331鈍 く2.1114Yi(2,1521付 く2.1560

たどりつ く2.1521

つ く 憎 )2.3.･n 鈍 く2,1117･i(2.1521付 く2.1560

たかる2.1553

とまる止まる･餅まる2.1512泊まる2.333

0つ く (.lB<)2.331就 く2.111才i(2.1521付く2.1560

とどく2.1521 到着する1.1521

'っ く 憾 )2.331就 く2.111I,.(2.1521付く2.1560

つけるItlナる2.1132,3:13付く2.1560 はなす2.1561

はなれる2.1561

つ く(悲)2.331拙 く2.1114Yi(2.1521LII･く2.1560 いく2.1527

おしかける2.1521 かけつける2.1521

つめかける2.1560

つ く LiLpJ.)2.331就く2.111才.i(2.1521付く2.1560

いたる2.1521 およぶ2.1521 達する2.1521
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●とどく2.1521

0てなづける まるめこむ だきこむ2.1㍊l

懐柔する1.3683 馳路する1.3683

もてあそぶ ○いじる2.3393 ひね くる2.3042

2.370

ありつ く える

うば う ○とりあげる2.3(別 ふんだ くる

まきあげる2.15402.】570 没収する1.3700

●とる (敬)2.125採る2.3061執る2.3393〔漁)2.381

とれる2.1561

とる (敬)2.125採る2.3061執る2.3393(漁〕2.381

ぬぐ2.1132.333

とる (取)2.125採る2.3061執る2.3393〔弧〕2.381

あたえる2.377 うける2.15152.377 うる2.376

か う2.376 くれる2.377 もらう2.377

やる2.3422.377 わたす2.1521

0 ぶんどる 由獲する1.3700 奪捕する1.3700

iL2 2.16

●もつ2.16 有する 所有する1.3701

2.371

かける (柿)榔ナる2.15152.3鵬2

かかる掛かる2.1515掃2.585

Ki うる かす2.378

'うる うtLる

R うる おろす (抑 降ろす2.1541

R うる ●か う

うる か う あたえる2.377 うける2.15152.377

くれる2.377 とる取る2.1252.370採る2.3(汚1

執る2.3393(漁)2.381 もらう2.377 やる2.3422.377

わたす2.1521

R おろす (卸)陣7,す2.1541 おとす2.1242.1540

さげる2.15152.1540 たらす2.15152.1540

Ki かいいれる かいこむ かいとる ○か う

購入する1.3761 あがなうナシ

D か う しいれる

か う あずかる (与〕2.111帆かる2.378 うけ とる2.377

か りる2.377 もらう2.377

14 2.377

R 互蛙を2.1540 もたげる2.1513 もちあげる2.1540

39 あげる2.1540 つ く突く2.1564抱く2.384 は く2.3394

Ki ふ く2.33942.515 もどす2.1527

あげる2.1540 あがる (終)2.15021･.がる2.1540〔食)2.333

おちる2.1540 お とす2.1242.1540 お りる2.1541

おろす降ろす2.1541卸す2.376 くだる2.1540

Ki.N,24

○かける (柿)榔ナる2.15152.3062 ひっかける2.1515 R

かける (賄)榔ナる2.15152.3062 さげる2.15152.1540

つる釣る･,･6る2.15151g.る2.585 つるす2.1515 Ko

かける (紘)榔ナる2.15152.3062 あぴせ る2.113

%% ぐ2.384

しはらう ○はらう (也)2.125蔽う2.336

支弁する1.3700

たてかえる はらう (也)2.125敵う2.336

あたえる2.377 やる2.3422.377

もちいる ついやす2.3852 ●っか う2.3852

2.375

そなえる あげる2.15402.377 ささげる2.15402.377

たむける2.336

そなえる あげる2.15402.377

お くる過る2.15212.383脚る2.377

ささげる2.15402.377 たむける2.336

もうける (は)設ける2･3850 かせ ぐ2･332

2.376

うりはらう ○うる 売却する1.3761

D

R

D

Ki

D

Ki

D
Ki

14

15

R

D

D

さがる2.1540 さげる2.15152.1540 のぼる2.1540 D

あげる2.1540 ささげる2.1540 そなえる2.375

たむける2.336 D

あげる2.1540 お くる (畑)送る2.3812.1521

ささげる2.1540 そなえる2.375 たむける2.336 D

あげる2.1540 あたえる やる2.342 あずける2.378

かす2.378 わたす2.1521

を控旦2.1540 くれる もらう や る2.342

あたえる やる2.342 たてかえる2.371

はらう払う2.1252.371敵う2.336

●あたえる きずかる さすける

たまわる

あたえる うける2.1515 くれる もらう

やる2.342 うる2.376 か う2.376 とる取る2.125

2.370採る2.3(光l執る2.3393〔漁〕2.38)

わたす2.1521

いただ く2.113 あがる 〔終〕2.1502J･.がる2.1540〔食)2.333

くう2.333 くらう2.333 たいらげる2.353

たべる2.333 のむ2.3394 め しあがる2.333

いただ く2.113 うけ とる もらう あずかる2.378

か りる2,378

R うけとる もらう あずかる 〔与〕2.111斤抄る2,378
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か う2.376 か りる2.378

◆うける2.1515

お くる2.15212.383 とどける2.1521 _空き 2.342

つれる2.1556 はこぶ2.383 ひきいる2.1556

よこす2.1521

お くる (鮒)送る2.1521 とどける2.1521 や る2.342

つれる2.1556 はこぶ 2.383 ひきいる2.1556

ひきたてる2.363 ひったてる2.155()

もたらす2.3832.1521 もってい く (くる)2.1521

よこす2.1521

'く1'Lも

もらう やる2.342

●や る2.342

里旦2.342 0する2.342 なす2.342

2.378

'あずかる (n)〔与〕2.11】 あずける

あずかる 順 )【与〕2.111 か りる うけ とる2.377

か う2.376 もらう2.377

あずかる (FR)〔与)2.111 全土旦 いただ く2･1132.377

うけ とる2.377 もらう2.377

あずける かす あげる2.15402.377

あたえる2.377 や る2.3422.377 わたす2.1521

0かえす (近)返す･輔す2.1527 もどす2.1527

'かえす (近)返す･梯す2.1527 かえる2.1527

もどす2.1527

かえす (ik)超す･柑す2.1527 うらがえす2.1570

ひっ くりかえす2.1514

かす うる2.376

'かす か リる

2.379

お とろえる2.1583 さびれる

かれる 枯LLる2.582滴れる･喝LLる2.513

しおれる2.582 すたれる2.125

2.381

か う や しな う2.364

を旦2.1571 きる2･1571

を互2.1571 きる2･1571 こるナシ

しとめる2.582 ころす2.582

'とる 〔漁〕取る2,1252,370採る2.3鵬l執る2.3393

とれる2.1561

上 る 〔漁〕取る2.1252･370採る2.3061執る2･3393

ぬ ぐ2,1132.333

Ki

D

D

D

R

Ki

D

D

D

D

Ki

D

とる 〔漁〕取る2.1252.370採る2.3(施1執る2.3393

あたえる2.377 うける2.15152.377 うる2.376

か う2.376 くれる2.377 もらう2.377

や る2.3422.377 わたす2.1521

0ま く (蒔)撒く2.15522.3393 ば らまく2.1552

ふ リまく2.1552 まきちらす2.1552

2.382

する (刺)捲る2.1564括る2.1571〔拘接〕2.3393 こす る2.1564

さする2.15642.3393

'たつ (也)立つ2.15132.1521集蓑つ2.16

Ti;{る (社):J_てる2.1513閉てる2.382

たつ (覗)立つ2.15132.1521捉つ2.16

0す ぎる2.15252.16 へる2.15212.16

経過する日 520

たつ (姐)立つ2.15132.1521線つ2.16 うず くまる2.3391

おきる2.1222.1513 かがむ2.1570 か しぐ2.1514

かたむ く2.1514 こしかける2.3391 ころぶ2.1514

しゃがむ2.3391 すわる2.15132.3391

たおれる2.1514 ねる2.15132.300 2,3㍊

は う2.15232.3392 ひっ くりかえる2.1514

ふす2.1513 よこたわる2.1513

2.383

I)つ (tJ')2.1563.ilfつ2.353撃つ･射つ2.3851

たた く2.1563 な ぐる2.1563

うつ (rr)2.1563J･Tつ2.353撃つ･射つ2･3851 いる2･3851

発する2.1521 はなつ2.15162,1561

つつ (tr)2.1563li･Tつ2.353撃つ･射つ2.3851

あたる2.15632.112 あてる2.1563 たた く2.1563 ll

'うつ (tT)2.1563pl･Llつ2.353撃つ･射つ2.3851

たた く2.1563 な ぐる2.1563 ぶつ2.1563

つつ (tr)2.1563iけつ2.353撃つ･射つ2.3851

あたる2.15632.112 あてる2.1563 たた く2.1563

な ぐる2.1563
0ヽ
7つ (Lr)2.1563肘つ2.353撃つ･射つ2.3851

Ki

14

たた く2.1563 な ぐる2.1563 はた く2.1563

ぶつ2.1563 Ko,R,40

うつ (tr)2.1563d･･Tつ2.353撃つ･射つ2･3851 たた く2.1563

な ぐる2.1563 はる張る2.1342.1565(伐〕2.1563

ひっぱた く2.1563 ぶつ2.1563

うつ (TT)2.1563討つ2,353撃つ･射つ2.3851 たた く2.1563

な ぐリつける2.1563 な ぐる2.1563 ぶつ2.1563

ぶんな ぐる2.1563

つつ (Ir)2.1563討つ2.353撃つ･射つ2.3851
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かなでる2.322.337 たた く2.1563

弾ず る2.32 ならす2.503 ひ く逝く2.1526

挽く2.15642.1571引く2.15642.3鵬2樺 く2.1571抑く2.32

2.337 ふ く2.33942.515

お くる (過)2.1521野は2.377 あげる2.)5402.377

ささげる2.15402.377 そなえる2.375

たむける2.336

お くる (逮)2.1521贈る2.377 はこぶ

つれる2.1556 とどける2.15212.377

ひきいる2.1556 や る2.3422.377 よこす2.1521

娃三二三 つれる2.1556 ひきいる2.1556

娃主基 お くる2.1521 つれる2.1556 とどける2.1521

ひきいる2.1556 ひきたてる2.363

ひったてる2.1556 もたらす2.1521

もってい く (くる)2.1521 や る2.3422.377

よこす2.1521

2.384

あむ くむ2.1550 な う2.3粘1 よる2.3851 D
いためる2.5161 いる2.5161 や く叫iく2.302枚く2.5161 D

いためる2.5161 あぶ る2.5161 いる2.5161

ほ うじる2.5161 や く妬く2.302枚く2.5161

いためる2.5161 ｣三旦 2.1561 いる2.5161 た く2.5161

ふかす2.5161 むす2.5161 や く射iく2.302枚く2.5161

ゆでる2.5161

そそ ぐ あぴせ る2.113 かける2.15152.3062

oつ く (抽)突く2.1564 いう2.312

つ く (IL3)焚く2.1564 おす押す2.1564推す2.3063

つ く (拍)突く2.1564 つつ く2.1564

つ く (抽)･1突く2.1564 おす押す2,1564推す2.3鵬3

ひ く退く2.1526挽く2.15642.1571･3Iく2.15642.3062

鞍 く2.1571弥く2.322.337

つ く (拍)突く2.1564 あげる2.15402.377 は く2.3394

ふ く2.33942.515 もどす2.1527

にる2.5161 ゆでる2.5161

にる2.5161 た く2.5161 ゆでる2.5161

仁を2.5161 ゆでる2.5161 わかす2.517

ぬ ぐう ○ふ く

ふ く とぐ2.3851 みが く2.3851

40

D
R

D
D

D

D

D,14

D

ll

R

Ko

2.3850

●か ぎる

つ くろう なおす (irl･.)2.15012.307約す2.585

9なおす (tt.･.)2.15012.307it;す2.585 あらためる2.1501

もうける (設)拭ける2.375 かせ ぐ2.332

2.3851

うつ (野･射)打つ2.15632.383肘つ2.353 たた く2.1563

を ぐる2.1563

D

つつ (撃･射)打つ2.15632.383討つ2.353

あたる2.112 2.1563あてる2.1563 たた く2.1563 12

うつ (撃･射)打つ2.15632.383討つ2.353 いる2.3851

発す る2.1521 はなつ2.15162.1561 D

'うつ (撃･射)rrつ2.15632.383肘つ2.353 たた く2.1563

な ぐる2.1563ぶつ2.1563 Ki

つつ (撃･射)打つ2.15632.3B3討つ2.353

あたる2.15632.112 あてる2.1563 たた く2.1563

な ぐる2.1563 14

0うつ (撃･射)Trつ2.15632.383討つ2.353 たた く2.)563

な ぐる2.1563 はた く2.1563 ぶつ2.1563 Ko.R.40

うつ (撃･射)打つ2.15632.383討つ2.353 たた く2.1563

な ぐりつける2.1563 な ぐる2.1563 ぶつ2.1563

ぶんな ぐる2.1563

うつ (撃･射)打つ2.15632.383討つ2.353 たた く2.1563

な ぐる2.1563 はる張る2.1342.1565〔接)2,1563

ひっぱた く2.1563 ぶつ2.1563 38

つつ (撃･射)打つ2.15632.383討つ2.353

かなでる2.322.3372.383 たたく2.1563 弾ずる2.32

ならす2.503 ひ く退く2.1526挽く2.15642.1571

引く2.15642.3鵬2樺く2.1571舛く2.322.337

ふ く2.33942.515

くしけず･る す く とかす解かす2.1550満かす2.5160

ととのえる2.130

こねる ねる まぜ る2.113

0とぐ みが く

とぐ みが く ふ く2.384

とじる 順 )閉じる2.1553

D

K｡

畑
K

D

vLめる締める2.)342.1565閉める2.1553絞める2.1570

とぎす2,1553

とじる (ia)閉じる2.1553 あ く明く･空く2.135榊く2.1553

'あける脚ナる2.1553PJlける2.16 ひらく聞く2.1553 Ki

とじる (描)閉じる2.1553 つ ぐむ2.1553 つぶる2.1553

つむる2.1553 とぎす2.1553 D

とじる (描)閉じる2.1553 しまる閉まる2.1553締まる2.1570

しめる掠める2.1342.1565朗める2.1553枚d)る2.1570

とぎす2.1553 ふさがる2.1565 ふさぐ2.15652.30I N

とじる 偶 )閉じる2.1553 あ く明く･空く2.135搬lく2.1553

修理する1,3850 R,17
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あける開ける2.1553明ける2.16

しまる閉まる2.1553締まる2.1576



しめる締める2.1342.1565閉める2.1553枚める2.157O

とぎす2.1553 ひらく2.1553

ひらける2.15532.330

なう よる あむ2.384 くむ2..1550

なする ○ぬる

なする ぬる なす りつけるナシ

生む _ こする2.1564

2.3852

0 っか う もちいる

●っか う もちいる ついやす2.371

つか う たのむ2.352 め しかかえる2.363

や とう2.363

2.386

あしらう2.3680 あつか う

こさえる こしらえる ○っ くる

こしらえる ●っ くる

つ くりあげる つ くりだす でっちあげる2.123

2.50

うつす (吹)持す2.1521写す2.32

うつる (吹)移る2.1521･Jj:る2.32 うごかす2.1510

●うごく2.1510

oうつる (吹)経る2.1521写る2.32 感染する1.585

伝染する1.1524I.558

かがや く ひかる

かがや く ひかる ●てらす2.515 てる2,515

かがや く ひかる てる2.515

かがや く ひかる ひらめ く てる2.515

かがや く きらめ く はえる ひかる ひらめ く

'さす (射)tl:.す2.1532刺す2.1571指す2.3091

さす (射)iけ 2.1532刺す2.1571棉す2.3091 いれる2.1530

つ ぐ2.1532

さす (那)ii:.12.1532刺す2.1571指す2.3091 くむ2.1532

%% ('2.1540 つ ぐ2.1532

すきとおる すむ2.5(浴

ちらつ く みえる2.3090

とおる (逮 )辿る2.1524 とおす2.1524

ひかる ひらめ く

2.502

あせ る さめる (班)澄める2.333冷める2.517

あせ る さめる (槌)龍める2.333冷める2.517

うすれる2.15822.506

5

D

R

D

D

さめる (槌)･i3:める2.333冷める2.502 ひえる2.517

2.503

さざめ く ざわつ く ざわめく

さざめ く ざわつ く ざわめく どよめ く

きわ ぐ2.338

とどろく 互 生 旦壁土2.11】 する2.342

どよめ く さわ ぐ2.338 はしゃぐ2.338

ならす うつtTつ2.15632.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851

R かなでる2.322.3372.383 たた く2.1563

Ki 弾ずる2.32 ひ く退く2.1526挽く2.15642.1571

引く2.15642.3(垢2様 く2.1571弾 く2.322.337

D ふ く2.33942.515

2.504

D かおる にお う

R

Ki 2.506

D うすらぐ2.1582 0うすれる2.1582

うすれる2.1582 あせ る2.502

さめる低める2.333槌2.502冷める2.517

すむ すきとおる2.501

Ki 2.511- 2.513

氏

N

Ki

D

D

27

Ki

うるむ しめる ぬれる

かれる (洞･噸)附 しる2.582 おとろえる2.15832.379

さびれる2.379 しおれる2.582 すたれる2.125

かわかす ほす

○しみる2.1532 にじむ

とき旦 2.1532 に じむ ささる2.1571

しめる ぬれる

D

D

D

D

D

D.Ko
D.Ko,R

D

D

2.515

D あおる (舶)2.14坤る2.3394 のむ2.3394

あおる (鰯)2.14坤る2.3394 あお りたてる2.36H2

D けしかける2.3682 そそのかす2.3682

D あらす2.132 こわす2.1571

D あれる こわれる2.1571

Ki かげる ○くもる

D Lぐれる ふる2,1540

●てらす てる かがや く2.501 ひかる2.501

てる かがや く2.501 ひかる2.501

Ko てる かがや く2.501 ひかる2.501 ひらめ く2.5日)

ふきこむ2,1531 おしえる2.364 たたきこむ2.1531

D ふきこむ2,1531 おしえる2.364 しこむ 2.364
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D

D

D

D

氏

D

Ki

D

D

D



しつける2.364 たたきこむ2.1531

主⊥芦.3394 あげる2.15402.377 つく突く2.1564柵く2.384

は く2.3394 もどす2.1527

ふく2.3394 うつ打つ2.15632.383討つ2.353撃つ･射つ2.3851

かなでる2.322.3372.383 たたく2.1563

弾ずる2.32 ならす2.503 ひく退く2.1526挽く2.1564

2.1571引く2.15642.3062按く2.1571弥く2.322.337

ふる2.1540 おちる2.1540

主旦2.1540 したたる2.1540 たれる2.15152.1540
主旦 2,1540 おちる2.1540 したたる2.1540

たれる2.15152.1540

2.5160

oこおる いてるナシ

とかす (浴)解かす2.1550 とく (iB)解く2.15502.3060

ほ ぐす2.1550 ほどく2.1550

とかす (港)解かす2.1550 くしけずる2.3851

す く2.3851 ととのえる2.130

oとく(iS)解く2.15502.3060 ほどく2.1550

とく (港)解く2.15502.3060 ほ ぐす2.1550

ほどく2.1550

娃些旦 ほじく2.1523 は じける2.1523

はねる札ぬる2.1523鮒ユる2.1571

2.5161

あぶる あたためる2.517 熟する2.517

あぶる いる や く (姓)妬く2.302

あぶる いためる2.384 いる ほうじる

や く (姓)妬く2.302

いぶる くすぶる こげる もえる (港)崩える2.581

やける (秩)妬ける2.302

いためる2.384 いる や く(a)妬く2.302

いためる2.384土工旦 主上 ｣1 2.384 ふかす

むす や く (A)妬く2.302 埋 ヱ旦

くすべる くゆらす

くすべる こがす もす

や く (妓)妬く2.302

たく にる2.3糾 ゆでる

にえる ゆだる たけるナシ

にる2.384 ゆでる

旦旦 2.384 ゆでる わかす2.517

0ふかす むす むらす

むす はえる2.581

0もす もやす

D

2.517

D あたたまる 熟する あったまるナシ

あたたまる ぬ くもる ぬるむ

あたためる 熟する あっためるナシ

あたためる 熱する あぶる2.5161

D きます (袷)髄ます2.300 すずむ ひやす

D さめる (袷)混める2.333槌める2.502 あせる2.502

Ko さめる (袷)覚める2.333組める2.502 あせ る2.502

うすれる2.15822.506

D さめる (袷)覚める2.333槌める2.502 ひえる

わかす にる2.3842.5161 ゆでる2.5161

R 2.581

●いきる

Ko おいる そだつ 長ずる2.15822.16 としよる

成長する1.581 としおいるナシ としとるナシ

D としをとるナシ

R 堪え を むす2.5161

こえる2.301 ふ とる2.1582 人 くらむ2.1582

D ふ くれる2.1582

こえる ふとる2.1582 ふ くらむ2.1582

Ko

D,Ko
D

40

D

D

D

D

ふ くれる2.15822.301 む くむ2.585

もえる2.5161 いぶる2.5161 こげる2.5161

くすぶる2.5161 やける妬ける2.302矧ナる2.5161

やせる2.582 ほそる2.1582

2.582

かれる (枯)iBltLる･哩LLる2.513 しおれる

おとろえる2.15832.379 さびれる2.379

すたれる2.125

0かれるiiBl糾 しる･喝れる2.513 しおれる

しなびる しぼむ ころす しとめる2.381

しおれる しなびる なえる

上座 永眠する1.582 死亡する1.582 落命する1.582

なくなる2,124 たえる2.124

なくなる2.124 ほろぴる2.124

0なくなる2.124 喪失する1.1243 紛失する1.1243

やせる2.581 ほそる2.1582

D,14

11 2.583

R くさる くちる

D oへる 【腹)減る2.1580 減少する1.1580

R,2 減ずる2.15802.3062
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D

D

D

D

D
KO

D

D

11

Ki

D

D

D

D

D

D

D

R

D

D

D

D

D

R

D



2.585

かかる (舵)榔1る2.1515 'いる2.J2】2.125

安する2.125 必要だ3.Ⅰ21

かかる (滞日Jtかる2,1515

かける榔ナる2.15152.3062賭ける2.371

0かかる (秤)肋 ､る2.1515 ひっかかる2.)5JS,

Ki

Ki.N.24
R

○そこなう2.1322.15712.343 そこねる2.1322.1571

捌ずる (損 じる)2.132

つる (射 釣る･I.i''る2.1515 かけるJJHナる2･15152･306'L

帆ナる2.371 きげる2.15152.1540 つるす2.1515 Ko

oなおす (糾 U.(:す2.15012.3072.3850 あらためる2.1501

帽理する1.3850 .氏.17

なおす (約日(I.す2.15012.3072.3850 つ くろう2.385O D

なおる (糾 W.る2.1501 かわる劉っる2.1122.1500

代わる2.1501 くずれる2.1571 こわれる2,1571 D

なおる (約)虹る2.1501 ぶ りかえす2.1501

もちなおす2.1501 もどる2.1527

0なおる (酬 打は 2.1501 回復する1.1504

8はれる む くむ

む くむ こえる2.581 ふ くらむ2.1582

ふくれむ2.15822.30】 ふとる2.】5822.581

むくれる之.301 いかる2.301 いきどおる2.301

0おこる2.301 ふ くれる2.15822.301

立腹する1.3011 はらをたてるナシ

ナシ

あがなう かいいれる2.376 かいこむ2.376

かいとる2.376 0かう2.376

あったまる あたたまる2.517 熟する2.517

あっためる あたためる2.517 熟する2.517

いてる ○こおる2.5160

おっかける おいかける2.1525 おう2.113

おぶう おう2.113 かつ ぐ2.1132.3390 しょう2.113

せおう2.日3 になう2.113

おぶ う ○ぉんぶする おう2.113

おりまげる おる2.1570 かがめる2.1570

まげる2.1570

8科する 課する2.367

きりたつ そそりたつ2.1513 そびえる2.】513

くりこむ いく2･1527 くりだす2･1530

のりこむ2.1531 はいる2.1530 ふみこむ2.1531

くりこむ おしよせる2.J560 くりだす2.1530

(る2.1527 つめかける2.1560 のl)こむ2.1531

よせる2.15602.172.3062

こう ○したう2.302 す く2.302 ほれる2.302

D

R

R

D

R
D

D

氏

氏

D

R

D

R

D

D

こる かる2.15712.381 きる2.J571

たくしあげる からげる2.1554 はしょる2.1581

まくる2.1570 め くる2.1570

つきでる でる2.12)2.1530 とぴちる2.1552

ながれる2.1523 ほとばしる2,1523

つきでる つきだす2.1530 でっぼる2118

でぼる2.18でる2.1212.1530 ひっこむ2.15302.18

ひっこめる2.15302.18

とおのける あつまる2.1555 くっつ く2･1560

くっつける2.1560 せまる2.1560 ちかづ く2.1560

ちかづける2.1560 ちる2.】552 とおぎかる2.J561

とおぎける2.1561 とおの く2.1561 はなす2.1561

はなれる2.1561 へだたる2.15522.1561

へだてる2.1552 よせる2.】5602.)72.3062

よる 〔拠〕2.111布る2.J560侍る･1,iる2.1562

どかす のかす どける2.1521 とりさる2.125

とりのぞく2.125, ぬかす2.)252.1531

のける除ける2.125〔迎〕2.1521 のぞく2.125

はぶ く2.125 略す (略する2.125)省略する2.】251 D

としおいる としとる としをとる おいる2.58)

そだつ2.581 長ずるZ.J62.581 としよる2.58】 D

なす りつける なする2.3851 ぬる2.3851

はらをたてる いかる2.301 いきどおる2.30t

おこる2.301 Lかる2.3682 憤慨する1.3011

はらをたてる いかる2.301 いきどおる2,301

○ぉこる2.301 ふ くれる2.15822.30】

むくれる2.3012.585 立腹する1.3011

びっくりする ○ぉどろく2.30】 たまげる2.3Ol

ひっぼりだす ひきだす2.】㍊0

ほっつきあるく うろつ く2.333 さすらう2.333

さまよう2.15232.333 ほっつ く2.1523

まさる しのぐ2.15832.19 凌鵠する1.1583

まさる す ぐれる2.19 ずぬける2.19

R

氏

R

D
R

ずばぬける2.19 ぬきんでる2.19 ひいでる2.19 D

ゆわく しぼる2.1554 つなぐ2.1554 むすぶ2.1554

ゆう2.1554 ゆわえる2.1554

D

R
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