
群動詞 同じ意味の動詞 意味

account for explain 説明する

agree to 提案に賛成する

agree with 人に賛成する

apply to 機関 に申し込む

appry for 目的 に応募する

ask for demand, request を求める

break down 故障する

break out （戦争・火事）起こる

bring about cause, produce を引き起こす

bring up raise を育てる

call at visit 場所を訪ねる

call off cancel 中止する

call on visit 人を訪ねる

call out 大声で呼びかける

care for の世話をする

carry out 実行する

catch sight of 見つける

catch up with に追いつく

check out チェックアウトする

cheer A up Aを元気づける

come about happen 起こる

come across run across に出くわす

come close to 危うく～しそうになる

come out （月など）出る、咲く

come up with を思いつく

deal with handle を扱う

decide on に決める

do away with abolish を廃止する

do well うまくいく

do without なしで済ませる

dress up 正装する

drop by 立ち寄る

drop in at (on ) に立ち寄る

fall asleep 寝入る

figure out 理解する、計算する

fill out に書き込む

fill up を満たす

find fault with のあら探しをする



find out 見つけ出す

get along なんとかやっていく

get along with とうまくやっていく

get away 離れる

get over overcome を克服する

get rid of remove を取り除く

get together 集まる

give A a ride Aを車に乗せる

give rise to 引き起こす

give up あきらめる

give way to に屈する

go against に反する

go ahead 先に行く

go along with に賛成する

go on continue 続く

go through （困難）を経験する

hand in を提出する

hang up 電話を切る

head for へ向かう

hear from から便りをもらう

hear of のことを耳にする

hold on 電話を切らずに置く

hope for を願う

keep away from に近づかない

keep in touch with との連絡を保つ

keep up with についていく

lead to に発展する（悪い意味）

look after の世話をする

look down on despise を見下す

look for を探す

look forward to を楽しみに待つ

look into investigate を調査する

look out 用心する

look over に目を通す

look up 調べる

look up to respect を尊敬する

lose A's way 道に迷う

make a decision 決意する

make fun of をからかう



make noise 騒ぎ立てる、音を立てる

make out understand 理解する

make sure であることを確実にする

make up でっち上げる

make up A's mind to do しようと決心する

make up for の埋め合わせをする

make use of を利用する

name A after B BにちなんでAを名付ける

pay for の費用を支払う

pick A up Aを車で迎えに行く

point out を指摘する

put A in order Aを整理する

put away 片付ける

put down write down 書き留める

put off postpone 延期する

put up with endure に耐える

reach out of を取ろうと手を伸ばす

rely on depen on に頼る

result from の結果として起こる

result in 結局～に終わる

run after 追いかける

run away 逃げる

run out of を使い果たす

run over 車で～をひく

see off 見送る

set out 出発する

set up を設立する

show up 現れる

sit up, stay up 寝ずに起きている

stand by support を支援する

stand for represent, mean を表す

stand out 目立つ

start up を起動させる

start with で始まる

stop by に立ち寄る

success in に成功する

take a look at を見る

take a seat 座る

take advantage of を利用する



take after resemble に似ている

take care of の世話をする

take over を引き継ぐ

take part in に参加する

take place （行事が）行われる

think of のことを考える

think over をじっくり考える

turn down 拒絶する

turn off 消す

turn on つける

turn up appear 現れる

wait on serve に仕える

watch out 気を付ける


