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1会ふ 合ふ 逢ふ
あう

2仰ぐ あおぐ

3扇ぐ あおぐ cf.煽る＝あおる

4青む あおむ cf.清む＝きよむ

5仰向く あおむく cf.俯く＝うつむく

6煽る あおる cf.扇ぐ＝あおぐ

7証す あかす

8購ふ あがなう 購ふ＝かう

9贖ふ あがなう cf.償ふ＝つぐなう

10崇む あがむ 祟る＝たたる

11商ふ あきなう

12諦む あきらむ

13開く 空く あく 開く＝ひらく

14飽く あく

15倦む あぐむ 倦む＝うむ

16欺く あざむく cf.偽る＝いつわる

17漁る あさる 漁る＝いさる 漁る＝すなどる

18味はふ あじわう

19預く あずく cf.頂く＝いただく

20焦る あせる 焦ぐ＝こぐ

21遊ぶ あそぶ

22与ふ あたう cf.授く＝さずく

23当る 中る あたる 季語：水中り＝みずあたり

24扱ふ あつかう 扱く＝こく cf.汲む＝くむ 吸ふ＝すう

25集まる あつまる 集る＝たかる、集ふ＝つどう

26誂ふ あつらう cf.挑む＝いどむ 兆す＝きざす 眺む＝
ながむ 跳ぶ＝とぶ

27侮る あなどる cf.悔ゆ＝くゆ 蔑む＝さげすむ

28暴る あばる cf.曝す＝さらす 爆ず＝はず

29溢る あふる 溢る 零る＝こぼる

30浴ぶ あぶ

31焙る 炙る あぶる cf.燻る＝いぶる

32余る あまる cf.除く＝のぞく

33編む あむ cf.偏る＝かたよる 遍し＝あまねし

34肖る あやかる cf.削る＝けずる

35あやす あやす

36操る あやつる cf.繰る＝くる

37誤つ 過つ あやまつ 過ぐ＝すぐ、過る＝よぎる

38謝る あやまる cf.詫ぶ＝わぶ

39殺む あやむ 殺す＝ころす

40歩む あゆむ 歩く＝あるく

41洗ふ あらう cf.濯ぐ＝すすぐ

42抗ふ あらがう

43争ふ あらそう

44改む 革む 更む
あらたむ

45荒ぶ あらぶ 荒ぶ＝すさぶ

46生る ある 生む＝うむ 生ふ＝おう 生ゆ＝はゆ

47現る ある

48荒る ある

49歩く あるく 歩む＝あゆむ

50哀れむ あわれむ cf.衰ふ＝おとろう

51怒る いかる 怒る＝おこる

52勢ふ いきおう 勢ふ＝きおう

53憤る いきどおる cf.噴く＝ふく

54息む いきむ

55諍ふ いさかう

56憩ふ いこう cf.寛ぐ＝くつろぐ

57漁る いさる 漁る＝あさる 漁る＝すなどる

58誘ふ いざなう 誘ふ＝さそう cf.訪ふ＝とう

59急ぐ いそぐ 急く＝せく

60抱く いだく 抱ふ＝かかう 抱く＝だく cf.包

61頂く 戴く いただく cf.貰ふ＝もらう 預く＝あずく

62甚振る いたぶる

63傷む いたむ

64痛む いたむ

65悼む いたむ cf.弔ふ＝とむらう 葬る＝ほうむる

66至る 到る いたる cf.倒る＝たおる

67労る いたわる 労ふ＝ねぎらう

68凍つ いつ 凍る＝こおる

69慈しむ いつくしむ

70偽る いつわる cf.為る＝なる 欺く＝あざむく

71愛しむ いとしむ 愛しむ＝おしむ かなしむ 愛づ＝めず

72挑む いどむ cf.誂ふ＝あつらう 兆す＝きざす 眺む
＝ながむ 跳ぶ＝とぶ

73嘶く いななく

74去ぬ 往ぬ いぬ 去る＝さる

75寝ぬ いぬ 寝る＝ねる

76祈る いのる cf.折る＝おる

77燻る いぶる cf.焙る 炙る＝あぶる 煙る＝けむる

78警む 戒む いましむ cf.諭す＝さとす

79在す 坐す います 在す 坐す＝まします

80癒ゆ いゆ
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81入る いる

82居る いる

83要る いる

84射る いる

85炒る 煎る いる cf.炒む

86彩る いろどる

87祝ふ いわう 祝ぐ＝ことほぐ cf.呪ふ＝のろう

88浮く うく

89受く うく cf.授く＝さずく

90承る うけたまわ
る

91動く うごく cf.働く＝はたらく

92蠢く うごめく cf.犇く＝ひしめく

93失ふ うしなう

94失す 喪ふ うす 失くす＝なくす

95嘯く うそぶく

96歌ふ 唄ふ 詠ふ 謳うふ
うたう cf.唱ふ＝となう

97疑ふ うたがう cf.凝る＝こる

98俯く うつむく cf.仰向く＝あおむく 伏す＝ふす

99移る うつる

100映る 写る うつる 映ゆ＝はゆ

101伝染る 感染る
うつる

102疎む うとむ

103促す うながす cf.催す＝もよおす 捉ふ＝とらう

104頷く うなずく

105畝る うねる cf.くねる 抓る＝つねる

106奪ふ うばう cf.掠む

107肯ふ 諾ふ うべなう

108生む うむ 生る＝ある 生ふ＝おう 生ゆ＝はゆ

109埋む うむ うずむ

110倦む うむ 倦む＝あぐむ

111飢ゆ 餓ゆ うゆ 飢う 餓う＝かつう

112恨む 怨む うらむ

113売る うる

114得る うる 得る＝える

115熟る うる 熟る＝こなる 熟る＝なる

116愁ふ 憂ふ うれう

117得る える 得る＝うる

118選る える 選る＝よる

119追ふ 逐ふ おう

120負ふ おう 負く＝まく

121生ふ おう 生る＝ある 生む＝うむ 生ゆ＝はゆ

122覆ふ 被ふ 蔽ふ 蓋ふ 掩ふ
おおう 覆る＝くつがえる

123補ふ おぎなう cf.備ふ＝そなう 捕る＝とる

124置く おく

125送る おくる cf.咲く＝さく

126贈る おくる

127怒る おこる 怒る＝いかる

128怠る おこたる 怠く＝なまく

129奢る 驕る おごる

130収む 納む 治む 修む
おさむ

131教ふ おしう cf.数ふ＝かぞう

132惜しむ おしむ

133愛しむ おしむ 愛しむ＝いとしむ かなしむ 愛づ＝め
ず

134押す 推す おす

135怖づ おず

136恐る 畏る おそる 恐がる 畏む＝かしこむ

137陥る おちいる

138落つ 堕つ 墜つ
おつ

139貶む おとしむ

140訪ふ おとなう 訪う＝とう 訪ぬ＝たずぬ

141衰ふ おとろう cf.哀れむ

142踊る おどる cf.舞ふ＝まう 通る＝とおる

143驚く おどろく

144戦く 慄く おののく 戦ふ＝たたかう 戦ぐ＝そよぐ

145怯ゆ 脅ゆ おびゆ cf.怯む＝ひるむ

146帯ぶ おぶ cf.滞る＝とどこおる

147覚ゆ おぼゆ 覚む＝さむ cf.忘る＝わする

148溺る おぼる cf.弱る＝よわる 搦む＝からむ

149赴く 趣く おもむく

150老ゆ おゆ 老く＝ふく

151泳ぐ およぐ

152叫ぶ おらぶ 叫ぶ＝さけぶ

153御座す おわす

154買ふ 購ふ かう 購ふ＝あがなう

155顧みる かえりみる

156香る 薫る かおる cf.匂ふ＝におう 季語＝風薫る

157抱ふ かかう 抱く＝いだく 抱く＝だく cf.包

158係る かかる

159関る 係る 拘る
かかわる 拘る＝こだわる

160限る かぎる
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161賭く かく cf.儲く＝もうく

162匿ふ かくまう cf.隠る＝かくる

163隠る かくる cf.穏やか＝おだやか 匿ふ＝かくまう

164嗅ぐ かぐ cf.臭ふ

165陰る 翳る 昃る
かげる 昃る＝ひかげる

166囲む かこむ

167重ぬ かさぬ cf.重し＝おもし 季語＝重ね着

168嵩む かさむ

169悴む かじかむ

170傾ぐ かしぐ 傾く＝かたむく 傾る＝なだる

171畏む かしこむ 恐る 畏る＝おそる

172傅く かしずく

173霞む かすむ

174掠む かすむ cf.奪ふ＝うばう 擦る＝こする

175数ふ かぞう cf.教ふ＝おしう 季語＝数へ日

176固む かたむ

177傾く かたむく 傾ぐ＝かしぐ 傾る＝なだる

178偏る かたよる cf.編む＝あむ 遍し＝あまねし

179語る かたる cf.話す＝はなす

180渉る かちわたる 渡る 渉る＝わたる

181被く かずく 被ぐ＝かつぐ

182稼ぐ かせぐ cf.嫁ぐ＝とつぐ

183勝つ かつ 勝る 優る＝まさる

184飢う 餓う かつう 飢ゆ 餓ゆ＝うゆ

185担ぐ かつぐ 担ふ＝になう

186被ぐ かつぐ 被く＝かずく

187叶ふ かなう cf.祝ふ＝いわう 呪ふ＝のろう

188適ふ かなう cf.滴る＝したたる たる

189敵ふ かなう cf.滴る＝したたる たる

190悲しむ 哀しむ 愛しむ
かなしむ 愛しむ＝いとしむ おしむ 愛づ＝めず

191奏づ かなづ

192兼ぬ かぬ cf.謙る＝へりくだる

193庇ふ かばう cf.防ぐ＝ふせぐ

194黴ぶ かぶ cf.錆ぶ＝さぶ

195被る 冠る かぶる

196構ふ かまう

197噛む かむ

198醸す かもす

199通ふ かよう 通る＝とおる

200乾ぶ からぶ 乾く＝かわく

201絡む 搦む からむ cf.弱る＝よわる 溺る＝おぼる 縺る＝
もつる

202枯る 涸る かる

203刈る 狩る かる

204乾く かわく 乾ぶ＝からぶ

205渇く かわく

206交す かわす 交る＝さかる、交ず＝まず

207勢ふ きおう 勢ふ＝いきおう

208聞く 聴く きく

209効く 利く きく

210兆す きざす cf.誂ふ＝あつらう 挑む＝いどむ 眺む
＝ながむ 跳ぶ＝とぶ

211刻む きざむ

212軋む きしむ

213競ふ きそう 競る＝せる 競ぶ＝くらぶ

214鍛ふ きたう

215気張る きばる

216決む 極む きむ 極む＝きわむ

217消ゆ きゆ

218清む 浄む きよむ cf.青む＝あおむ

219嫌ふ きらう cf.好く＝すく

220煌く きらめく

221切る 伐る 剪る 斬る
きる

222着る きる

223極む 窮む 究む
きわむ 極む＝きむ

224食ふ 喰ふ くう 食む 食ぶ

225区切る くぎる

226括る くくる

227潜る くぐる 潜む＝ひそむ 潜る＝もぐる

228腐る くさる

229梳る くしけずる 梳く＝すく

230擽る くすぐる

231砕く 碎く くだく

232草臥る くたびる cf.疲る

233朽つ くつ

234覆る くつがえる 覆ふ＝おおう

235寛ぐ くつろぐ

236くねる くねる cf.畝る＝うねる 抓る＝つねる

237焼ぶ くぶ 焼く＝やく

238凹む 窪む くぼむ 凹む＝へこむ

239汲む くむ

240曇る くもる cf.雲＝くも
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241悔ゆ くゆ cf.侮る＝あなどる

242比ぶ 較ぶ 競ぶ
くらぶ 競ふ＝きそう 競る＝せる

243来 く

244繰る くる

245暮る 昏る くる

246狂ふ くるう

247包む くるむ 包む＝つつむ cf.抱＝だく他

248加ふ くわう

249咥ふ くわう

250企つ くわだつ 企む＝たくらむ

251汚る 穢る けがる 汚る 穢る＝よごる

252消す けす

253削る けずる 削ぐ＝そぐ cf.肖る＝あやかる

254貶す けなす

255煙る 烟る けむる cf.燻す＝いぶす

256蹴る ける cf.殴る＝なぐる

257乞う 請う こう

258恋ふ こう

259氷る 凍る こおる 凍つ＝いつ

260扱く こく 扱ふ＝あつかう cf.汲む＝くむ 吸ふ＝
すう

261焦ぐ こぐ 焦る＝あせる cf.焼く＝やく

262漕ぐ こぐ

263志す こころざす

264試む こころむ 試す＝ためす

265拵ふ こしらう

266越す 超す こす

267漉す こす 漉く＝すく

268擦る こする 擦る＝かする 擦る＝する 擦る＝さす
る

269応ふ こたう

270拘る こだわる 拘る＝かかわる

271寿ぐ 祝ぐ ことほぐ 祝ふ＝いわう cf.呪ふ＝のろう

272熟る こなる 熟る＝うる 熟る＝なる

273捏ぬ こぬ

274拒む こばむ

275零る 溢る こぼる 溢る＝あふる

276籠る 隠る こもる cf.籠＝かご

277堪ふ こらう 堪ふ＝たう

278凝る こる cf.疑ふ＝うたがう

279殺す ころす 殺む＝あやむ

280転ぶ ころぶ

281恐がる 怖がる
こわがる 恐る＝おそる 怖づ＝おず

282苛む さいなむ

283遮る さえぎる

284囀る さえずる cf.囃す＝はやす

285遡る さかのぼる

286栄ゆ さかゆ 栄ゆ

287逆ふ さからう

288交る さかる 交す＝かわす、交ず＝まず

289離る さかる 離る＝はなる

290盛る さかる 盛る＝もる

291逆る さかる

292探す 捜す さがす 探る＝さぐる

293咲く さく cf.送る＝おくる

294割く さく 割る＝わる

295避く さく 避く＝よく

296探る さぐる 捜す＝さがす

297蔑む さげすむ cf.侮る＝あなどる

298叫ぶ さけぶ 叫ぶ＝おらぶ cf.呼ぶ＝よぶ

299支ふ ささう 支ふ＝つかう

300捧ぐ ささぐ cf.奉る＝たてまつる

301擦る さする 擦る＝かする 擦る＝こする 擦る＝す
る

302授く さずく cf.受く＝うく 与ふ＝あたう

303誘ふ さそう 誘ふ＝いざなう cf.訪ふ＝とう 透く＝
すく

304定む さだむ

305諭す さとす cf.警む＝いましむ

306悟る 覚る さとる

307裁く さばく

308捌く さばく

309寂ぶ さぶ

310錆ぶ さぶ

311冷ます さます

312妨ぐ さまたぐ cf.防ぐ＝ふせぐ

313彷徨ふ さまよう

314冷む さむ

315覚む さむ 覚ゆ＝おぼゆ

316醒む さむ

317褪む さむ

318冴ゆ さゆ

319浚ふ 渫ふ さらう cf.掬ふ＝すくう

320攫う 拐う さらう
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321晒す 曝す さらす cf.暴る＝あばる 爆ず＝はず

322去る さる 去ぬ＝いぬ

323騒ぐ さわぐ

324触る さわる 触る＝ふる

325虐ぐ しいたぐ

326叱る しかる

327しくじる しくじる

328沈む しずむ

329静む 鎮む しずむ cf.慎む＝つつしむ

330慕ふ したう

331従ふ したがう

332認む したたむ 認む＝みとむ

333滴る したたる 滴る＝たる cf.適う敵ふ＝かなう 漏る
＝もる

334撓ふ しなう 撓む＝たわむ

335萎ぶ しなぶ 萎む＝しぼむ 萎ゆ＝なゆ

336忍ぶ しのぶ

337偲ぶ しのぶ

338飛沫く しぶく

339渋る しぶる

340萎む しぼむ 萎ゆ＝なゆ 萎ぶ＝しなぶ

341絞る 搾る しぼる

342仕舞ふ 蔵ふ しまう

343染む しむ 染む＝そむ

344滲む しむ 滲む＝にじむ

345閉む しむ 閉づ＝とず

346喋る しゃべる

347退く しりぞく 退く＝のく 退く＝どく

348記す 誌す 著す 標す
しるす

349据う すう

350吸ふ すう cf.扱ふ＝あつかう

351縋る すがる

352好く すく cf.嫌ふ＝きらう

353透く すく

354漉く すく 漉す＝こす

355梳く すく 梳る＝くしけずる

356過ぐ すぐ 誤つ＝あやまつ 過る＝よぎる

357救ふ すくう cf.助く＝たすく

358掬ふ すくう cf.浚ふ＝さらう

359竦む すくむ

360荒ぶ すさぶ 荒ぶ＝あらぶ

361濯ぐ 漱ぐ すすぐ cf.洗ふ＝あらう

362啜る すする cf.綴る＝つづる

363捨つ すつ cf.拾ふ＝ひろう

364漁る すなどる 漁る＝あさる 漁る＝いさる

365統ぶ すぶ

366滑る 辷る すべる cf.辿る＝たどる

367窄む すぼむ 窄む＝つぼむ

368住む 棲む すむ

369済む すむ

370澄む 清む すむ

371饐ゆ すゆ

372刷る する

373擦る 摺る 磨る
する 擦る＝かする 擦る＝こする 擦る＝さ

する 磨く＝みがく

374座る すわる

375急く せく 急ぐ＝いそぐ

376咳く せく cf.咽ぶ＝むせぶ

377堰く 塞く せく

378狭む せばむ cf.広ぐ＝ひろぐ 挟む＝はさむ

379攻む せむ

380責む せむ cf.積む＝つむ 績む＝つむぐ

381迫む せむ

382競る 糶る せる 競ふ＝きそう 競ぶ＝くらぶ

383沿ふ 添ふ そう

384損ぬ そこぬ

385削ぐ そぐ 削る＝けずる

386誹る 謗る そしる

387育つ そだつ 育む＝はぐくむ

388供ふ そなう

389備ふ そなう cf.補ふ＝おぎなう 捕る＝とる

390妬む 嫉む そねむ cf.妬む 嫉む＝ねたむ

391峙つ そばだつ

392聳ゆ そびゆ

393注ぐ そそぐ 注ぐ＝つぐ

394初む そむ 初むと同源

395染む そむ 染む＝しむ 初むと同源

396戦ぐ そよぐ 戦ふ＝たたかう 戦く＝おののく cf.靡
く＝なびく

397反る そる

398剃る そる

399逸る そる 逸る＝はぐる cf.免る

400揃ふ そろう
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401耐ふ 堪ふ たう 堪ふ＝こらう

402倒る たおる cf.至る 到る＝いたる

403違ふ たがう 違ふ＝ちがう cf.紛ふ＝まがう

404高む たかむ

405耕す たがやす

406集る たかる 集まる＝あつまる、集ふ＝つどう

407滾る たぎる

408炊く たく cf.次ぐ＝つぐ 吹く＝ふく

409焚く たく

410長く たく

411闌く たく

412巧む 功む たくむ

413企む たくらむ 企つ＝くわだつ

414手繰る たぐる

415蓄ふ 貯ふ たくわう

416猛る たける

417確かむ たしかむ

418嗜む たしなむ

419窘む たしなむ

420助く たすく cf.救ふ＝すくう

421携ふ たずさう

422訪ぬ たずぬ 訪ふ＝おとなう 訪ふ＝とう

423尋ぬ 訊ぬ たずぬ

424称ふ たたふ

425湛ふ たたう

426戦ふ たたかう 戦ぐ＝そよぐ 戦く＝おののく

427叩く たたく

428佇む たたずむ

429畳む たたむ

430祟る たたる 崇む＝あがむ

431正す 糺す 質す 糾す
ただす

432漂ふ ただよう

433立つ 建つ 起つ
たつ

434発つ たつ

435断つ 絶つ 裁つ
たつ 絶ゆ＝たゆ

436経つ たつ

437奉る たてまつる cf.捧ぐ＝ささぐ

438辿る たどる cf.辷る＝すべる

439棚引く たなびく

440頼む たのむ

441束ぬ たばぬ

442食ぶ 喰ぶ たぶ 食ふ＝くう 食む＝はむ

443給ふ たまう

444賜ふ たまう

445貯む 溜む たむ 溜む＝とむ

446試す ためす 試みる＝こころむ

447躊躇ふ ためらう

448絶ゆ たゆ 絶つ＝たつ

449揺蕩ふ たゆたう

450足る たる

451垂る たる

452滴る たる 滴る＝したたる

453弛む たるむ

454撓む たわむ 撓ふ＝しなう

455戯る たわむる

456抱く だく 抱く＝いだく 抱ふ＝かかう cf.包

457誓ふ ちかう

458違ふ ちがう 違ふ＝たがう

459近づく ちかづく

460契る ちぎる

461千切る ちぎる

462縮む ちじむ

463散る ちる cf.撒く＝まく

464使ふ つかう

465支ふ つかう 支ふ＝ささう

466仕る つかまつる cf.任す＝まかす

467掴む つかむ cf.抓む＝つまむ 挟む＝はさむ

468浸かる 漬かる
つかる

469疲る つかる cf.草臥る＝くたびる

470
付く 着く 突く 
点く 撞く 憑く 
搗く

つく

471尽く つく

472告ぐ つぐ

473注ぐ つぐ 注ぐ＝そそぐ

474継ぐ 次ぐ つぐ cf.炊く＝たく 吹く＝ふく

475績む つぐむ cf.責む＝せむ 積む＝つむ

476噤む つぐむ

477作る 造る 創る
つくる

478繕ふ つくろう cf.縫ふ＝ぬう

479償ふ つぐなう cf.贖ふ＝あがなう

480続く つずく
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481綴る つずる 綴づ＝とず cf.啜る＝すする

482伝ふ つたう

483啄く つつく

484慎む つつしむ cf.鎮む＝しずむ

485包む つつむ 包む＝くるむ cf.抱＝だく他

486努む つとむ

487務む 勤む つとむ

488集ふ つどう 集る＝あつまる 集る＝たかる

489繋ぐ つなぐ

490抓る つねる 抓む＝つまむ

491募る つのる

492潰す つぶす cf.遺る＝のこる 遣る＝やる

493呟く つぶやく

494蕾む 窄む つぼむ 窄む＝すぼむ

495抓む つまむ 抓る＝つねる cf.掴む＝つかむ 挟む＝
はさむ

496積む つむ cf.責む＝せむ 績む＝つむぐ

497詰む つむ

498摘む つむ つまむ

499紡ぐ 紬ぐ つむぐ

500瞑る つむる 瞑る＝めつむる

501連ぬ つらぬ cf.運ぶ＝はこぶ

502貫く つらぬく cf.慣る＝なる

503吊る 釣る つる

504連る つる 連なる＝つらなる

505衒ふ てらう

506照る てる

507問ふ とう

508訪ふ とう 訪ふ＝おとなう cf.誘ふ＝さそう 訊ぬ
＝たずぬ

509通る とおる 通ふ＝かよう cf.踊る＝おどる

510咎む とがむ

511尖る とがる

512解く 融く とく 解く＝ほどく

513説く とく cf.話す＝はなす

514溶く 熔く とく

515研ぐ 磨ぐ 砥ぐ
とぐ 舐む＝なむ、舐る＝ねぶる

516閉づ 綴づ とず 閉む＝しむ 綴る＝つずる

517嫁ぐ とつぐ cf.娶る＝めとる 稼ぐ＝かせぐ

518届く とどく

519滞る とどこおる cf.帯ぶ＝おぶ

520整ふ ととのう

521轟く とどろく cf.響く＝ひびく

522唱ふ となう cf.唄ふ

523飛ぶ 跳ぶ 翔ぶ
とぶ 跳ぬ＝はぬ

524止む 泊む 留む
とむ 止む＝やむ、溜む＝たむ

525富む とむ

526尋む 求む とむ

527弔ふ とむらう cf.悼む＝いたむ 葬る＝ほうむる

528伴ふ ともなう

529捉ふ とらう cf.促す＝うながす

530取る 撮る 採る 
捕る 盗る 録る

とる cf.補ふ＝おぎなう 備ふ＝そなう

531退く どく 退く＝のく 退く＝しりぞく

532吃る 吶る どもる

533響む どよむ とよ
む

響く＝ひびく

534直る 治る なおる 治む＝おさむ

535眺む ながむ cf.誂ふ＝あつらう 挑む＝いどむ 兆す
＝きざす 跳ぶ＝とぶ

536存ふ ながらう

537流る ながる

538泣く なく

539鳴く なく

540投ぐ なぐ

541凪ぐ なぐ

542薙ぐ なぐ

543慰む なぐさむ cf.宥む＝なだむ

544失くす なくす 失す＝うす

545殴る 撲る 擲る
なぐる cf.蹴る＝ける

546嘆く なげく

547和む なごむ 和らぐ＝やわらぐ

548成す 為す なす 成る＝なる

549なぞる なぞる

550宥む なだむ 宥す＝ゆるす cf.慰む＝なぐさむ

551雪崩る 傾る なだる 傾ぐ＝かしぐ 傾く＝かたむく

552懐く なつく

553撫づ なづ

554靡く なびく cf.戦ぐ＝そよぐ

555嬲る なぶる

556怠く なまく 怠る＝おこたる

557鈍る なまる 鈍る＝にぶる

558訛る なまる

559舐む 嘗む なむ 舐る＝ねぶる、砥ぐ＝とぐ

560悩む なやむ
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561萎ゆ なゆ 萎ぶ＝しなぶ 萎む＝しぼむ

562習ふ 倣ふ ならう

563均す ならす

564並ぶ ならぶ

565成る 生る なる

566慣る 馴る なる cf.貫く＝つらぬく

567熟る なる 熟る＝うる 熟る＝こなる

568匂ふ 臭ふ におう cf.嗅ぐ＝かぐ 香る 薫る＝かおる

569握る にぎる

570賑はふ にぎわう cf.振る＝ふる

571逃ぐ にぐ 逃る＝のがる

572濁る にごる

573滲む にじむ 滲む＝しむ

574担ふ になう 担ぐ＝かつぐ

575鈍る にぶる 鈍る＝なまる

576似る にる

577煮る にる

578縫ふ ぬう cf.繕ふ＝つくろう

579泥濘む ぬかるむ

580抜く ぬく

581拭ふ ぬぐう 拭く＝ふく

582塗る ぬる 塗る＝まみる

583願ふ ねがう

584捻づ 捩づ 拗づ
ねず 捩づ＝よず

585労ふ ねぎらう 労る＝いたわる

586妬む 嫉む ねたむ cf.妬む 嫉む＝そねむ

587舐る ねぶる 舐む＝なむ、砥ぐ＝とぐ

588眠る ねむる cf.寝る＝ねる

589狙ふ ねらう

590寝る ねる 寝ぬ＝いぬ

591練る ねる cf.捏ぬ＝こぬ

592逃る のがる 逃ぐ＝にぐ

593退く のく 退く＝しりぞく 退く＝どく

594残る 遺る のこる cf.潰す＝つぶす 遣る＝やる

595除く のぞく 除く＝よく cf.余る＝あまる

596覗く のぞく

597望む のぞむ

598のたくる のたくる

599宣ふ のたまう

600罵る ののしる

601伸ぶ 延ぶ のぶ

602述ぶ のぶ

603登る 上る 昇る
のぼる

604呪ふ のろう cf.祝ふ＝いわう

605這ふ 匍ふ はう

606捗る はかどる

607計る 量る 図る 測る
はかる

608謀る 諮る はかる

609吐く はく

610掃く はく

611履く はく

612刷く はく

613剥ぐ はぐ 剥ぐ＝へぐ 剥く＝むく cf.貼る＝はる

614禿ぐ はぐ

615育む はぐくむ 育つ＝そだつ

616逸る はぐる 逸る＝そる cf.免る

617励む はげむ

618運ぶ はこぶ cf.連ぬ＝つらぬ

619始む はじむ cf.初む＝そむ

620挟む はさむ cf.掴む＝つかむ 狭む＝せばむ

621走る はしる

622恥ず はず

623爆ず はず cf.暴る＝あばる 曝す＝さらす

624外す はずす cf.反る＝そる

625弾む はずむ

626働く はたらく cf.動く＝うごく

627果つ はつ

628話す はなす cf.語る＝かたる

629放つ はなつ 放る＝ほうる cf.離る＝はなる

630離る はなる 離る＝さかる cf.放つ＝はなつ

631跳ぬ はぬ 跳ぶ＝とぶ cf.誂ふ＝あつらう 挑む＝
いどむ 兆す＝きざす 眺む＝ながむ

632憚る はばかる

633蔓延る 滔る はびこる

634省く はぶく

635葬る はぶる 葬る＝ほうむる

636侍る はべる

637食む 喰む はむ 食ふ＝くう 食ぶ＝たぶ

638囃す はやす cf.囀る＝さえずる

639早る 速る 疾る 逸る
はやる

640流行る はやる
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641生ゆ はゆ 生る＝ある 生む＝うむ 生ふ＝おう

642映ゆ 栄ゆ はゆ 映る＝うつる 栄ゆ＝さかゆ

643払ふ はらう

644祓ふ はらう

645孕む はらむ cf.妊る 身籠る＝みごもる

646張る はる

647貼る はる cf.剥ぐ＝はぐ

648晴る はる

649光る ひかる

650昃る ひかげる 昃る＝かげる

651率ゐる ひきいる

652拉ぐ ひしぐ ひさ
ぐ ひしゃぐ

653犇く ひしめく cf.蠢く＝うごめく

654潜む ひそむ 潜る＝くぐる 潜る＝もぐる

655顰む ひそむ

656響く ひびく 響む＝どよむ cf.轟く＝とどろく

657繙く 紐解く ひもとく cf.翻る＝ひるがえる

658開く ひらく 開く＝あく

659干る 乾る ひる 乾ぶ＝からぶ 干す＝ほす

660翻る ひるがえる cf.繙く＝ひもとく

661怯む ひるむ cf.怯ゆ 脅ゆ＝おびゆ

662拾ふ ひろう cf.捨つ＝すつ

663広ぐ 拡ぐ ひろぐ cf.開く＝あく 狭む＝せばむ

664吹く ふく cf.次ぐ＝つぐ 炊く＝たく

665拭く ふく 拭ふ＝ぬぐう

666噴く ふく cf.憤る＝いきどおる

667更く ふく

668含む ふくむ 含む＝ふふむ

669膨る ふくる

670耽る ふける

671塞ぐ ふさぐ

672鬱ぐ ふさぐ

673付す ふす

674伏す 臥す ふす

675防ぐ ふせぐ cf.妨ぐ＝さまたぐ

676打つ 撲つ 撃つ
ぶつ 打つ＝うつ

677ぶつかる ぶつかる

678太る ふとる

679含む ふふむ 含む＝ふくむ

680踏む ふむ

681ふやかす ふやかす

682増ゆ 殖ゆ ふゆ 増す＝ます

683降る ふる

684振る ふる cf.賑はふ＝にぎわう

685触る ふる 触る＝さわる

686震ふ ふるう

687篩ふ ふるう

688剥ぐ へぐ 剥ぐ＝はぐ 剥く＝むく

689凹む へこむ 凹む＝くぼむ

690隔つ へだつ

691謙る 遜る へりくだる cf.兼ぬ＝かぬ

692減る へる

693経る へる

694葬る ほうむる 葬る＝はぶる cf.悼む＝いたむ 弔ふ＝
とむらう

695放る ほうる 放つ＝はなつ

696蓬く ほおく

697綻ぶ ほころぶ cf.滅ぶ＝ほろぶ

698誇る ほこる

699干す 乾す ほす 乾ぶ＝からぶ 干る＝ひる

700細る ほそる

701解く ほどく 解く＝とく

702迸る ほとばしる cf.漲る＝みなぎる

703施す ほどこす

704誉む 褒む ほむ

705吠ゆ 吼ゆ ほゆ

706掘る ほる

707欲る ほる

708滅ぶ ほろぶ cf.綻ぶ＝ほころぶ

709参る 詣る まいる 詣づ＝もうず

710舞ふ まう cf.踊る＝おどる

711任す まかす cf.仕る＝つかまつる 委ぬ＝ゆだぬ

712紛ふ まがう 紛る＝まぎる

713紛る まぎる 紛ふ＝まがう

714巻く 捲く まく 捲る＝めくる

715負く まく 負ふ＝おう

716蒔く 播く まく

717撒く まく cf.散る＝ちる

718勝る 優る まさる 勝つ＝かつ

719在す 坐す まします 在す 坐す＝います

720増す ます 増ゆ＝ふゆ



和語一覧 延べ817語、赤字は多重読み・５音読み、青字は４音読み 40行2段 和語.TBL 2018年 4月22日 21:22< 10 >

721混ず 交ず まず 交す＝かわす、交る＝さかる

722跨ぐ またぐ

723瞬く またたく

724待つ まつ

725纏ふ まとう

726惑ふ まどう cf.迷ふ＝まよう

727微睡む まどろむ

728免る まぬがる cf.逸る＝はぐる 逃る＝のがる

729塗る まみる 塗る＝ぬる

730守る 護る まもる 守る＝もる

731迷ふ まよう cf.惑ふ＝まどう

732回る 廻る まわる

733磨く みがく 磨る＝する

734妊る 身籠る 孕る
みごもる cf.孕む＝はらむ

735乱る みだる

736導く みちびく

737満つ みつ

738貢ぐ みつぐ

739認む みとむ 認む＝したたむ

740看取る みとる

741漲る みなぎる cf.迸る＝ほとばしる

742實る 稔る みのる

743迎ふ むかう 季語＝年迎ふ

744向く むく

745剥く むく 剥ぐ＝はぐ 剥ぐ＝へぐ

746貪る むさぼる

747蝕む むしばむ

748結ぶ むすぶ 結ふ＝ゆう

749咽ぶ 噎ぶ むせぶ cf.咳く＝せく

750睦む むつむ

751捲る めくる 捲く 巻く＝まく

752巡る 廻る 周る
めぐる cf.辿る＝たどる

753目指す 目差す
めざす

754召す めす

755瞑る めつむる 瞑る＝つむる

756愛づ めづ 愛しむ＝いとしむ おしむ かなしむ

757娶る めとる cf.嫁ぐ＝とつぐ

758設く もうく

759儲く もうく cf.賭く＝かく

760申す もうす

761詣づ もうず 詣る＝まいる

762藻掻く もがく

763もぐ もぐ 機種依存

764潜る もぐる 潜る＝くぐる 潜む＝ひそむ

765擡ぐ もたぐ

766凭る もたる 凭る＝よる

767用ふ もちう

768縺る もつる cf.絡む＝からむ

769弄ぶ もてあそぶ

770悖る もとる

771戻る もどる

772揉む もむ

773舫ふ もやう

774萌ゆ もゆ

775燃ゆ もゆ

776催す もよおす cf.促す＝うながす

777貰ふ もらう cf.頂く 戴く＝いただく

778守る もる 守る＝まもる

779盛る もる 盛る＝さかる

780漏る 洩る もる cf.滴る＝したたる

781焼く やく 焼ぶ＝くぶ

782養ふ やしなう

783休む やすむ 休らふ＝やすらう

784破る やぶる やる

785止む やむ 止む＝とむ

786病む やむ

787遣る やる cf.潰す＝つぶす 遺る＝のこる

788和らぐ やわらぐ 和む＝なごむ

789結ふ ゆう 結ぶ＝むすぶ

790委ぬ ゆだぬ cf.任す＝まかす

791揺る ゆる

792宥す 許す 赦す
ゆるす 宥む＝なだむ

793緩ぶ 弛ぶ ゆるぶ

794過る よぎる 誤つ＝あやまつ 過ぐ＝すぐ

795避く 除く よく 避く＝さく 除く＝のぞく

796汚る 穢る よごる 汚る 穢る＝けがる

797捩づ よず 捩づ＝ねず

798装ふ よそおう

799淀む 澱む よどむ

800呼ぶ よぶ cf.叫ぶ＝さけぶ
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801蘇る よみがえる

802読む 詠む よむ

803選る よる 選る＝える

804寄る 凭る よる 凭る＝もたる

805撚る、縒る よる

806喜ぶ よろこぶ

807弱る よわる cf.溺る＝おぼる 搦む＝からむ

808分つ わかつ 分る＝わかる

809分る 判る 解る
わかる 分つ＝わかつ

810別る わかる

811湧く わく

812沸く わく

813忘る わする cf.覚ゆ＝おぼゆ

814渡る 渉る わたる 渉る＝かちわたる

815蟠る わだかまる

816詫ぶ わぶ cf.謝る＝あやまる

817割る わる 割く＝さく


