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inter 間に interjection 単語 ＝ 接頭辞 ＋ 語根 ＋ 接尾辞
間に投げられたもの→間投詞

※『ライトハウス英和』の｢単語の記憶｣欄参照

in 中に inject object ob ～に対して
中に投げ入れる→注入する 逆らって投げる→反対する

ex 外へ eject project pro 前に
外へ投げる→投げ出す 前の方に投げる→計画する

subject ject reject
下に投げる→主題 後ろへ投げる→拒絶する re 後ろへ

sub 下に 投げる

adjective ad～の方へ
de 下へ deject 名詞の方に投げ添えられたもの→形容詞

下へ投げる→落胆させる conjecture con 一緒に
●未知の単語の類推に接頭辞・接尾辞・語根を使え！ まとめて投げる→推測する

●ここにあげた１０個の接頭辞を覚えて
おくだけで大きな力を発揮する。あとは
代表的な「語根」の知識があればその組
み合わせで単語の意味が推測できるし、
記憶に残りやすい。丸暗記は手軽に見え
てすぐ忘れてしまうという欠点があるの
に対して、この方法は応用力に富む。単
語の経歴がわかると頭に定着しやすい。

英語の勉強は単語に始ま
り単語に終わる！（by
ドラゴン桜）

漢字の「へん」
と「つくり」
と一緒だヨ！

.「教科」「主語」
「家来」｢被験者｣
「従属させる」「～
を受けやすい」と
いった数々の意味
もこの語源から説
明可能だ！
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これは便
利！

名詞を作るしっぽ２つ

① お尻につけて動詞から名詞（第一法則）
しょんめんたんす意地悪わい
-tion -ment -ance -age -al -y
-sion
② お尻につけて形容詞から名詞（第二法則）
ネスに会いていわい

-ness -ity
(例） explain→ explanation suspend→ suspension argue→ argument

appear→ appearance marry→ marriage deny→ denial
deliver→ delivery happy→ happiness curious→ curiosity
necessary→ necessity

形容詞を作るしっぽ

お尻につけて形容詞

ある朝行くわい降るあぶる
-al -ous -ic -y -ful -able

いぶっていぶる一種類
-ive -ible -ish -ly

(例） politics→ political industry→ industrious fantasy→ fantastic
cloud→ cloudy care→ careful believe→ believable
compare→ comparative horror→ horrible fool→ foolish
friend→ friendly
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動詞を作るしっぽ

お尻につけて名詞から動詞

縁があったらハイい－ぜと
-en(en-) -fy -ize

合図する
(-ise)

(例） length→ lengthen large→ enlarge
simple→ simplify
civil→ civilize real→ realize

副詞＆形容詞を
作るしっぽ

お尻につけて形容詞から副詞、名詞から形容詞

るいるい
-ly -ly

(例）形容詞 ＋ｌｙ＝副詞 6slow→ slowly careful→ carefully
extreme→ extremely quick→ quickly

名詞 ＋ｌｙ＝形容詞 6friend→ friendly

反対語を作るしっぽ

あんみついんですのん
un- mis- in-(im-) dis- non-

(例） important→ unimportant fortune→ misfortune
possible→ impossible dependent→ independent
agree→ disagree sense→ nonsense

参考 大島好道『英単語増殖法』（旺文社）

【カード化の一例】

勉強の仕方
のヒント

※意味は１つに絞るのがコツ

●これだけの接尾辞･接頭辞を押さえておけば、
英文中の知らない単語を見たときの大きなヒン
トになる。語尾に注目するだけで，品詞が見え
て来るはずだ。

テキストや問題集で
出てきた知らない単
語を復習時にカード
化せよ！先輩たちが
「よかった」と回想
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「キラキラ」と光に関連する
glance ちらっと見る
glare ぎらぎら光る
gleam 輝き
glimmer ちらちら光る

glimpse ちらっと見る gl-
glisten キラキラ輝く
glitter キラキラ光る
glory 栄光 cf. glorious
gloss 光沢 飛び出すような勢い
glow 白熱して光る splash （水・泥を）はねる

spray しぶきをとばす

「鈍い動き」を暗示 spark 火花を出す
drag 引きずる spank ぴしゃりと打つ

draw 引く spring はねる

dreary わびしい sprout 芽を出す

drift 漂う

drip ポタポタ落ちる

dr- spr-
drop 落ちる
drown おぼれる

●ネイティブが連想する音のイメージ

●音感と英単語の意味には大
きな関係が認められるものが
あります。ここで紹介したも
のは代表的なものです。他に
もsn-(鼻)、sl-(すべる)、cr-（し
わくちゃ）、sc-/sk-（表面・
摩擦）、whi-（空気音）、-sh
（勢い）、wr-（ねじれ）など
を覚えておくと便利です。

ひらひらする軽い感じ fl-
flag 旗 口の中でぶつぶつと m-
flame 炎 つぶやくような音を暗示
flash 閃光 moan うめく
flat 平らな mumble もぐもぐ言う
flee 逃げる murmur つぶやく
flexible 柔軟な muse 沈思する
flirt ぱたぱた動かす mutter つぶやく
float 浮かぶ mute 無言の
flow 流れる
fluent 流ちょうな

fluid 流動体 鋭いまたは縮む感じ
fly 飛ぶ shrill 甲高い

shriek 金切り声

shrink 縮む

shrewd 鋭い

shr- shrug （肩を）すくめる
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参考 藤井秀男『ダジャ単』
（エコール・セザム）

●親愛なる鹿さん
dear 形 親愛な

deer 名 鹿

●熊が裸？
bear 名 熊

bare 形 裸の

●イチゴを埋める
berry 名 イチゴ

bury 動 埋める

※発音は同じだが綴りと意味は異なる同音異綴語

●ノミが逃げる
flea 名 ノミ

flee 動 逃げる

●ぶらぶらしているア
イドル

idle 形 ぶらぶら怠けた

idol 名 アイドル

●死んで髪を染める
die 動 死ぬ

dye 動 染める

●ブレーキが壊れる
brake 名 ブレーキ

break 動 壊れる

●枝がおじぎする
bough 名 大枝

bow 動 おじぎする

●えじきが祈る
prey 名 えじき

pray 動 祈る

●ここに紹介した難しい単語もこんなふうに覚
えておくと忘れないでしょう。
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ずるい スパイ
sly 形 ずるい

spy 名 スパイ

糸で脅迫

thread 名 糸

threat 名 脅迫

花嫁にワイロ
bride 名 花嫁

bribe 名 ワイロ

おでこに強打
brow 名 おでこ

blow 名 強打

強欲が信条
greed 名 強欲

creed 名 信条

いたずらで高慢な
naughty 形 いたずらな

haughty 形 高慢な

避難を拒絶する
refuge 名 避難

refuse 動 拒絶する

敵のつま先
foe 名 敵

toe 名 つま先

客の数を推測
する

guest 名 客

guess 動 推測する

フレッシュな肉体

fresh 形 新鮮な

flesh 名 肉体

飛行中の恐怖
flight 名 飛行

fright 名 恐怖

参考 藤井秀男『ダジャ単』（エコール・
セザム）

●チョットした工夫で、難しい単語も
楽々頭の中に残ることがわかったでし
ょう？要はどうやって記憶にとどめて
おくか、その努力です！
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大学の同僚
college 名大学
colleague 名同僚

病院で手厚いも
てなし

hospital 名 病院
hospitality
名 手厚いもてなし

家族の飢饉
family 名 家族

famine 名 飢饉

ドームの運命
dome 名 ドーム

doom 名 運命

いばらの王位
thorn 名 いばら

throne 名 王位

おおよそだが適
切な

approximate
形 おおよその

appropriate
形 適切な

参考 藤井秀男『ダジャ単』（エコール・
セザム）

トラに引き金
tiger 名 トラ

trigger 名 引き金

●形が似ている単語を一緒に頭の中に
入れておくことで、記憶に残りやすく
なります。
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サイのため息
sigh
サイの太もも
thigh
にーさんの膝
knee
ボーっとして投票
vote
殺人魔だー

murder

雷さんだー
thunder
運命ですってネ
destiny
ジャームにばい菌
germ
字引く書なり

dictionary
ドーンと一発夜明けの

大砲

dawn

タイにしては小さい
tiny
レイちゃんの光線
ray
じゃーにと言って旅に出る

journey
あごに苦痛の一撃！

agony
欧米に従う
obey

アリの小道
alley

バンバン禁止する
ban
そうでないと否定する

deny

早漏の悲しみ
sorrow

参考 藤井秀男『ダジャ単』（エコール・
セザム）

●どうやって記憶中枢に働きかけて忘れ
ないようにするか？ここが工夫の必要な
ところです。
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派生語 succeed 動 success 名 succession 名 successful 形 successive形
※意味をきちんと押さえること

同意語 get/ obtain/ acquire/ gain/ earn（得る？）
prejudice/ bias（偏見？）maybe/ probably（多分？）

反意語 major« minor majority« minority

類義語 receive/ accept borrow/ use/ rent/ lease/ hire ※『ライトハウス』accept, borrow参照

visitor/ guest/ caller/ customer/ client/ passenger/ spectator （客？）
※『ライトハウス』visitor表

同音異義語 night/ knight wait/ weight air/ heir write/ right berry/ bury

関連語 knee/ heel/ toe/ foot/ ankle/ calf/ shin/ thigh/ hip ※『ライトハウス』leg挿絵

century/ year/ month/ week/ day/ hour/ minute/ second

カタカナ語 hamburger, chocolate, slump, lettuce, oil, tent
＜意味の変化に注意が必要＞ mansion, outlet, naiive, unique, shop

●こうやって関連する語を芋づる式に
頭に入れておくと、忘れません。たと
え忘れても、覚えている部分からたど
ることも可能です。

単語はグループ
化して覚えよ！

グ
ル
ー
プ
化
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出す

発行する

問題

issue
出てくる 刊行物

論争 子孫

流出

勉強の仕方のヒント
多義語はこんなふうに押さえる。cf. 『ライトハウス』の「語義の展開」を参照

跳ね返る

現れる 源を発する

spring
跳ねる

泉 跳躍

春 ばね

●単語の「中心的な意味」をとらえて、その言葉全体のイメージをとらえること
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●英単語の暗記→ at best boring, and at worst painful（良くて退屈、最悪の場合は苦痛）

1. テキスト・問題集で出てきたどうしても覚えられない単語を復習時にカード化せよ！

2. 意味は１つだけに限定して覚える（覚えにくいものは放っておいてどんどん先に進むのがコツ）

3. 単語カードはいつも持ち歩いて､暇があるたびに眺めろ！（すきま時間の活用）

4. 単語は音が重要！発音できない単語は覚えられない！何度も繰り返し読め！

5. 単語の暗記は長い時間続けるより、短時間で集中的に行い、それを何度も繰り返すほうが効果的！

6. 夜寝る前に暗記し、朝起きたときにチェックすると効果的（夜寝ている間に記憶が短期記憶から長期記憶とな
り忘れにくくなる）

参考 石井貴士『１分間英単語１６００』（中経出版）
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