
1 sta-, -sti-, stat-, -stit- assist　そばに立つ=援助する circumstance　周りに立つ=状況
立つ、じっと立つ contrast 反対に立てる=対照 consist　共に立つ=構成する

exsist ex+sist=外に立つ=実在する ｒｅｓｉｓｔ re(反対して)+sist＝抵抗する
static 静止した(ずっと立っている) statue 彫像(立っているもの)

2 fac-, -fic-, -fact-, affect　影響する artificial art+fici 人工の
fect-, facul-,  fici-, defeat de(下に)=敗北させる effect e(外に)+fect=結果
作る、為す、置く infect in+fect=感染させる profit pro(前に)+fit=前に作用=利益

3 cap-, cup-, -cip- accept 受け取る capacity 収容、収容力
捕える、容れる capture 捕獲、とらえる decieve de+ceive=騙す

except 外に捉える=除く receive  後ろに+受け取る
4 plec,  plex-, -ply, ple- apply 上に重ね合わせる=適用する complex 一緒に折り重ねる=複雑な

重ねる、重ね合わせる display 重ねたものを広げる=陳列する employ 仕事の仲間に加える=雇う
multiple 複合の、多くの部分から成る reply 手紙を折り畳んで返す=返事をする

5 vert-, vort-, vers-, vors-advertise 注意を向ける=宣伝する conevrsation 共に向き合う=会話
回る、変える、向く convert くるくる変える=変換する diverse 離れて向いている=異なった

reverse 後ろに回る=逆の、裏の universe 一つに回る=宇宙
6 vid-, vis- evident e(x)+vident =明白な review re+view 復習する

見る preview pre+view =試写 revise re+vise 見直す=校正する
visible visi+ble 目に見える provide pro+vide 前もって見る=用意する

7 reg-, -rig-, rect- direct di+rect 指揮する、まっすぐな right 正しい
支配する、統治する、 regime =政治制度 region 地域
正しい regular 規則的な rigid 堅い、厳格な

8 pon-, posit-, post- dispose 別々に話して置く=処理する expose ex+pose さらす
置く impose im(上に) 上に置く=強いる、課す postpone post+pone 後に置く=延期する

9 ag-, -ig-, act- act =行い enact en+act 制定する
する navigate navi(船)+ig =航海する transact trans(across)+act=行う

10 ced-, cess- access ac+cess 接近 exceed ex+ceed 越える
行く、進む、 precede 先行する proceed pro+ceed 進む

11 spec-, -spic-, spect- aspect a+spect 見方=外観 despise 見下す=軽蔑する
よく見る expect 待ちかねて外を見る=期待する spectacle 光景、見世物

12 ten-, -tin-, tent- contain 一緒に保つ=含む continue 続ける
保つ content 内容、目次、容量、満足して obtain しっかり手に持つ=手に入れる

13 trah-, tract-, treat- abstract 具体的な物から引く=抽象的な attract a+ttract ひきつける=興味
引く、寄る distract 別の方向に引き離す=気を散らす trace 跡をたどる、図面を引く、線

14 sed-, -sid-, sess- assess as+sess 横に座って評価する consult con+sult 共に座る=相談する
座る、座って相談する reside re+side 戻って座る=居住する settle 座らせる=落ち着かせる=定住する

15 gen(er)- generate=発生させる gentle (生まれの良い)やさしい
生む gentle (生まれの良い)やさしい ingenious in+gen+ous=器用な、巧妙な

16 mit-, miss- admit ad+mit 送りいれることを認める dismiss 向こうへ送り出す=解雇する
送る、投げる emission e(x)+mis+sion=放出 transmit 送る、伝達する

17 tend-, tent-, tens- attend …へ意識を伸ばす=世話をする contend 共に伸ばしあう=争う、論争する
伸びる、伸ばす、張る extend ex+tend 外側へ伸ばす=拡張する intend 中に手を伸ばす、狙う=意図する

18 pend-, pens- compensate 重さが同じになるように補う depend de(下に)+pend 頼む
懸ける、重さを計る spend s(dis) 費やす、過ごす、使い果たす suspend sus(下に)+pend 一時停止する

19 cur- cure=治療 curiosity 好奇心の強い
気を付ける、世話する manicure mani(手)+cure マニキュア secure se(…がない) =安全にする

20 fer-, fat- differ dif+fer 別々に話して運ぶ=異なる infer in+fer 心の中に運び込む=推察する
運ぶ、実を結ぶ, 耐える prefer pre+fer 先に置く=…の方を好む suffer sur(sub) 苦しむ

21 duc-, duct- con+duct 行う、導く deduce 下に導く=推論する
導く educate e(x) 資質を外に出す=教育する reduce あとに引き下げる=減らす

22 cer(n)-, cert- certain 確かな discern dis+cern =識別する
離す、観察する、確かな certify　確かめる discriminate 差別する

23 leg-, lect- collect col+lect 集める elect 選ぶ
選ぶ、集める neglect neg(no)+lect 集めない=怠ける select 選ぶ



24 mo(u)-, mot- motivate 刺激する promote pro+mote 昇進させる
動く動かす、移動できる remote 遠く離れた remove re+move　取り除く

25 dic-, dict- cotradict contra反対のことを言う=矛盾 dictate 書き取らせる
宣言する、言う indicate in+dic=指し示す predict 予言する

26 i-, it-, eo-, is- circuit circ+uit=回路、巡回 exit ex+it=出口
行く、行く未来形 initiate in+it 中に入る=始める transition trans+it 推移

27 ven-, vent-, ven-, vent- convention 集会、招集 intervene 干渉する
来る invent in+vent 行き当たる=発明する prevent 前に出る=防ぐ

28 prehend-, pre(he)ns- apprehend 捕える=理解する comprehend 理解する
つかむ interpret 通訳する surprise sur(on)上に襲い掛かる=驚かせる

29 medi- immediate im(not) 中間がない=即座の medium 中間
中央 intermediate 中間にある、仲介の middle 真ん中の

30 part-, partit- apart 分かれて depart de+part 去る
部分、分ける pertake 参加する、関与する particle 微粒子、微量

31 (g)no-, -(g)ni-, (g)not- diagnose 診断する ignore i(no) 無視する
知る nobility よく知られた=高貴な recognize 再び知る=認識する

32 log-, leg-,log-,loqu- logic 論理 dialogue 対話
話す、言語、思想、学問 monologue mono=独り言 prologue 前置き

33 scrib-, script- describe 描写する inscribe 銘記する
書く script 台本、答案 subscribe 署名する

34 sent-, sens- consent con+sent=同意する dissent 意義を唱える
感じる、知覚する sense 感覚 sensitive 敏感な

35 vocat, -voke, voc-, advocate ad=vo+ate=主唱者 provoke 刺激する、挑発する
呼ぶ、声 vocal 声の vocabulary 語彙

36 da-, -di-, -dow add 加える edit e(x)dit 外に出す=編集する
与える endow 寄付する render 与える

37 sequ-, secut- sequence 連続 secondary 第二の
続く pursue 追跡する subsequence sub+sequ 次に来る、結果

38 capit- capital 首都 chief 首領
頭、社会的身分 captain 船長 mischief 頭まで達してない=いたずら

39 fin- define 限界を置く=定義する finish 終了する
終わる、終わり、境界 infinite in+finite=無限の refine 再度仕上げする=洗練する

40 form- conform 一致する fomula 公式
形作る、形式 inform 心の中に形作る=知らせる transform 変形する

41 pel(l)-, puls- compel 強制する compulsory 強制の
押す、追う、たたく expel 追放する pulse 血液を駆り立てる振動=脈拍

42 fu(n)d-, fus- confuse 区別つかない=混乱させる futile 無駄に注ぐ=無益な
そそぐ、溶ける infuse 注入する refuse 注ぎ返す=拒絶する

43 jac-, jact-, -ject- inject 注射する project 前に投げる=計画する
投げる reject 投げ返す=拒絶する subject 下に投げる=服従させる=国民、臣下

44 nomin- anonymous 匿名の namely すなわち、言い換えれば
名 nominate 指名 renown 名声

45 phon- euphemism 婉曲語法 interphone 屋内電話
音声 prophesy 予言する symphony sym(together) シンフォニー

46 clud-, claus-, clus- closely 密接に conclude 終える、結論付ける
閉じる enclose 囲む include 含む

47 press-, prem- depress de(下に) 気を滅入らせる express 表現する
圧する impress 感銘を与える oppress 圧迫する

48 quer-, -quir-, -quire acquire 得る、獲得する conquer 征服する
捜し求める、獲得する inquire 調べる、調査する require 要求する

49 ta(n)g-, -ti(n)g-, tact- attain 目指したものに手が届く=達成する integration  統合
触れる contact 接触する tactful 機転の利く

50 curr-, curs- occure 起こる concur 共に起こる=同時発生する
走る corridor 走るもの=回廊 currency 流通、


