
in(包囲) into(中) at(点) on(面) by(側) with(側/方向) for(方向) to(方向)

①場所/範囲の内部 ①内部に向かう方向 ①広がりのない地点/活動を強調 ①広い場所/表面/線 ①側/近い ①側/近い ①向かってる最中 ①到達点を含む方向

・着ている ・内部に入り込む/食い込む ・地点としか認識されてない場所 ・くっついている ・間近なところで ・物理的に一緒に ・～のため/にとって ・～の方に注目して聞く
・１列に （組織/資源/問題/過去/貯蓄など） ・物理的に点としか考えられない場所 ・身につける/運ぶ ・自分自身の側で ・話や流行についてく ・～を意味する ・～に対して
・状況/性格/性質/分野 （における活動が強調される） ・（広さ関係なく）上に乗っている ・味方になる ・～と一緒でうまく合う ・Aに～をつける（近距離移動も）

・時間までには ・持って

②時間 ②別の状態からある状態に入る変化 ②起点 → 原因 ②支える ②目的への手段 ②関わり合いの方向 ①目的に向かって ②繋がり

・一定の幅のある時間 ・変わる/訳す/細かく引き裂くなど ・感情の原因 ・物理的に支える ・～を判断する ・～に対して ・～を求める ・物理的につながる
・提示された期間の最後の時点で ・精神的に支える ・～にしたがって ・～について ・Aを得るための値段 ・感情的につながる/付け加える

・基づく/媒体を通す ・単位 ・原因/結果 ・賛成する

③内部に向かう方向 ①ある点に向かう方向 ③接触に対する方向 ③～によって ③時の同時性 ③範囲 ③到達点そのもの

・内部へ取り込む ・～に関して ・～に関して（aboutより本質的に） ・直接的な原因 ・～すると共に ・期間 ・ある行動/過程を経て到達した場所
・内部へ入っていく ・～の値段/年で ・思考や力が直接的に影響する/迫る ・～のわりには ・～まで残り…

・～に向かって/狙って ・繰り返し行う/進行する/時 ・～に関して ・～にとって

up(上昇) over(上) about(周囲) around(周囲) through(通過) after(継続) back(後方) behind(後方)

①上げる/上がる ①超える(180度) ①近い ①回る/～を回す ①終わる ①目的・模倣・関心 ①後ろへ下げる ①時間として遅れている

・力/気持ち/支援/機械を強化する ・通過する ・およそ/だいたい ・人をこき使う ・経験する ・～をまねる/追いかける/求める ・遅らせる ・遅れをとって
・価格を上げる ・覆う ・～しようとする ・検討する ・やり遂げる ・～にちなんで/似て ・後ろで傍観する ・～にとって過ぎ去って
・感情/状態がいっぱいになる ・起きた事に関して ・あちこちにある ・～を中心に話が展開する ・経て経験する ・～に関して ・約束に背く
・ある基準/状態に達する ・約束を撤回する

②完了/満了/終了する ②繰り返す(360度) ②オーラ/雰囲気 ②回り回って避ける ②全てを通して ②時 ②抑える ②人の後ろにいる＝劣っている

・終わる/解消する ・十分にする ・～に対して ・～を回避する ・～まで/～の間 ・～のあとで ・涙を抑える ・～より劣って
・台無しにする ・支配する ・～を説得して意見を変える ・徹底的にする ・継続して ・税金を下げる
・隠す ・不況から立ち直る

③強調する ③１の半分の動き(90度) ③間接的な物事に対する方向 ③動き回る ③～を通じてする ③After all S V, ③過去へ振り返る ③後ろについて味方する

・延期する ・倒れる ・～について ・ごろごろする ・手段/理由/原因 ・SVしてきたのだから ・過去を思い出させる ・～に味方して
・分担する ・準備して始める ・うろうろする ・SVしたにもかかわらず ・～年代にさかのぼる ・～を支持して
・一緒に住む ・あれこれ設定をいじる

由来を意味する

down(低下) against(反発) out(外) off(分離) away(分離) aside(分離) of(分離) from(起点)

①下がる ①向かう力と反対する力 ①出る ①離れる ①離れる ①わきへ離す ①引き離す/離れる ①出発点

・失望させる ・～に反して ・退場する ・関係や状態から離れる ・不在である ・わきへやる/寄る ・原料 ・場所/時間
・行き詰まる ・～に対して ・逃げ出す ・場所から離れる ・立ち去る ・顔をそむける ・性質 ・出身/原料
・切り詰める ・（危険に）備えて/のための ・置いていく ・感情が離れる ・消え去る ・原因(afraid/tiredを取る/限定的) ・原因/根拠
・切り捨てる/値切る

②弱める/和らげる ②対立したAとBを比べる ②良いものも悪いものも出す ②発する/放つ ②どんどん行う ②わきへ置いてとっておく ②関係 ②起点から離れて

・落ち着く ・～と比べて ・与える/払う/説明する ・声や音が出る/を出す ・絶えず ・蓄えておく ・部分 of 全体《所有》 ・分離
・静かにする ・非難する/なくす/減らす ・ためらわずに ・量/入れ物 of A《計測》 ・相違/区別
・軽視する ・作って出す ・関係性 of A (当たり前の関係)

③固定する/絞り込む/押さえつける ③出た結果 ③減る/終わる/済ませる ③別の場所にしまう ③退ける ③方向

・住み着く/行き着く ・うまくいく/解決する ・仕事や作業が終わる ・貯蓄する ・無視する ・～に関して（aboutより漠然と）

・突き止める/確定する ・だめになる/消える ・浪費する ・やめる

along(縦断) across(横断)

①細くて長いものに沿って ①物理的に横切る

・～に沿って/伝いに移動する ・反対側

・方針に従う ・～のいたる所で

・の途中で ・幅

②次々に ②感情的に横切る

・人から人へ ・印象を与える

・場所から場所へ ・伝える

・理解させる

③along with 一緒

・～を同伴して

否定的な意味を持つ 離れるイメージ

側にあるイメージ

繋がりのイメージがある上のほうをイメージする

場所をイメージする 方向を意味する

周りをイメージする

縱橫を意味する

後ろをイメージする
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