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文法に関する基本用語 前置詞に関する用語

Grammar 文法 Preposition of time 時間をあらわす前置詞

part of speech 品詞 Preposition of location 場所をあらわす前置詞

Sentence 文章 Preposition of movement 動きや方向をあらわす前置詞

Paragraph 段落 Preposition of means 方法・手段をあらわす前置詞

Subject 主語 時制に関する用語

Object 目的語 Present simple 現在時制

Noun 名詞 Present tense 現在形

Pronoun 代名詞 Present continuous 現在進行形

Adjective 形容詞 Present perfect continuous 現在完了進行形

Verb 動詞 Past simple 過去時制

Adverb 副詞 Past tense 過去形

Conjunction 接続詞 Past continuous 過去進行形

Preposition 前置詞 Present perfect 現在完了形

Interjection 感嘆詞 Past perfect 過去完了

Articles 冠詞 Future simple 未来時制

Conditionals 仮定法、仮定句 Past perfect continuous 過去完了進行形

Punctuation 句読点 Future continuous 未来進行形

Declarative Sentence 平叙文 Future perfect 未来完了形

Interrogative Sentence or Question 疑問文 Future perfect continuous 未来完了進行形

Exclamatory Sentence 感嘆文 人称に関する用語

Imperative Sentence 命令文 First person 一人称

Number(Numeral) 数詞 Second person 二人称

Indefinite article 不定冠詞 Third person 三人称

Definite article 定冠詞 文字・記号に関する用語

Zero article 無冠詞 Period ピリオド

名詞に関する用語 Comma カンマ

Singular noun 名詞の単数形 Apostrophe アポストロフィー

Plural noun 名詞の複数形 Question mark クエスチョンマーク

Countable noun 可算名詞 Exclamation mark 感嘆符

Uncountable noun 不可算名詞 quotation mark 引用符

Collective noun 集合名詞 その他

Concrete noun 具象名詞 Simile 直喩

Abstract noun 抽象名詞 Synonym 同意語

Compound noun 複合名詞 Antonym 反意語

Common noun 普通名詞 Definition 定義

Proper noun 固有名詞 Examples 例

Demonstrative pronoun 指示代名詞 Cardinal number 基数

代名詞に関する用語 Ordinal number 序数

Indefinite pronoun 不定代名詞 Word 語、単語

Interrogative pronoun 疑問の代名詞 Large 大文字

Personal pronoun (subjective) 人称代名詞（主格） Small 小文字

Personal pronoun (objective) 人称代名詞（目的格） Phrase 句

Possessive pronoun 所有代名詞 Clause 文節

Reflexive pronoun 再帰代名詞 Predicate 述部（述語）

Emphasizing pronoun 強調再帰代名詞 Direct speech 直接話法

Relative pronoun 関係代名詞 Reported speech 間接話法

動詞に関する用語 Direct question 直接疑問文

Finite verb 定形動詞 Indirect question 間接疑問文

Infinite verb 不定形動詞 Tag question 付加疑問文

Infinitive 不定詞 Subjunctive mood 仮定法

Gerund 動名詞 Indicative mood 直接法

Present participle 現在分詞 Conditional mood 条件法

Past participle 過去分詞 Pronunciation 発音

3rd person singular 三人称単数形 Vowel 母音

Regular verb 規則動詞 Consonant 子音

Irregular verb 不規則動詞 Formal style 格式ばった様式

Auxiliary verb 助動詞 Informal style くだけた様式

Verb of perception 知覚動詞 Idiom 熟語
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Transitive verb 他動詞 Slang 俗語、スラング

Intransitive verb 自動詞 Dialect 方言

Passive voice 受動態 Metaphor 隠喩

副詞に関する用語 Affirmaive sentence 肯定文

Comparative adverb 比較級副詞 Negative sentence 否定文

Superlative adverb 最上級副詞 Verb root, Base form 動詞の原形

Adverb of degree 度合いをあらわす副詞 Sentence pattern 文型

Adverb of frequency 頻度をあらわす副詞 Abbreviation 略語

Adverb of manner 様相をあらわす副詞 Onomatopoeia 擬音語

Adverb of place 場所をあらわす副詞 Mimetic word 擬態語

Adverb of time 時間をあらわす副詞 Colloquial expression 口語表現

Interrogative adverb 疑問をあらわす副詞 Translation 翻訳

Relative adverb 関係副詞 English conversation 英会話

形容詞に関する用語 English composition 英作文

Comparative adjective 比較級形容詞

Superlative adjective 最上級形容詞

Interrogative adjective 疑問の形容詞

Demonstrative adjective 指示形容詞

Possessive adjective 所有形容詞


