
 
 

~ 1 ~ 
 

大学受験現国語彙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■□■ 目次 ■□■ 
各単元内の学習項目は、TLT ソフトの解説もしくは問題データの一部を自動的に抽出したものです。 

 

１．Ｇ１ 最高頻度 
   〔意味〕感覚・知覚・思考などココロの働きによ… 
   〔意味〕ココロの中に思い描く事物の姿や情景。… 
   〔意味〕ある事物の概括的な意味内容。 
   〔意味〕人間の要求に応え、欲望を満足させる性… 
   〔意味〕外部からの刺激を五感（視覚・聴覚・触… 
   〔意味〕モノゴトを観察するときの目のつけどこ… 
   〔意味〕モノゴトを感覚や思考を通して認識した… 
   〔意味〕モノやモノゴトが互いに関わり合いなが… 
   〔意味〕一般通念上対立するもの、相いれないも… 
   〔意味〕①主体である「わたし」の認識の対象と… 
   〔意味〕①モノが存在せずに空いている所。上下… 
   〔意味〕姿・形をそなえていること。具体。 
   〔意味〕主体の行為によって外界に働きかけ、そ… 
   〔意味〕存在する事物・現象が外に現す形や姿。… 
   〔意味〕分節された音声によって意志を伝達する… 
   〔意味〕感覚によって捉えられたり、観察された… 
   〔意味〕世界に生起する現象や、人間の行動、存… 
   〔意味〕ヒトが目的を持って意志的に対象に働き… 
   〔意味〕個体・個物・個人に特有の性質。 

   〔意味〕ヒトとヒト（または個体と個体）の間の… 
   〔意味〕意志や行動・認識の主体としての自己。… 
   〔意味〕日常生活で人々が感じている、連続し一… 
   〔意味〕ヒトの自己認識の外にあって、その手が… 
   〔意味〕対象となる世界と自己に関する価値判断… 
   〔意味〕超自然的現象の中に見いだされた超越的… 
   〔意味〕認識や作用の主体。また、主体が認識す… 
   〔意味〕認識や行動の主体をとりまく自然的・社… 
   〔意味〕モノゴトが生起したり、成立するときの… 
   〔意味〕ある概念や観念を具体物によって表す作… 
   〔意味〕判断の材料となる知識。送り手から受け… 
   〔意味〕ヒトの社会を秩序立てている仕組みや、… 
   〔意味〕生物の体内の生命現象のシステムとその… 
   〔意味〕ヒトをはじめ、すべての生物やすべての… 
   〔意味〕①モノゴトが成立するための基本的な条… 
   〔意味〕ヒト、生物、事物・コトガラなどがある… 
   〔意味〕主体の知覚・認識・作用・行為などの向… 
   〔意味〕自己と同様な対象認識の働きと、同様な… 
   〔意味〕全体を構成する要素のそれぞれが、規則… 
   〔意味〕一定の類型の中にある事物から共通する… 

大学入試の現代国語長文問題には、例えば「概念」「主観」「アナロジー」「パースペクティブ」「逸

脱」「乖離」等といった抽象語彙が頻出します。これらの単語に対する理解があるのとないのとで

は、全体の読解に大きな差ができてしまいます。単語の意味がつかめないと、文脈を追うこと自

体、不可能となってしまうことも多いのです。この教材は、入試長文に頻出する抽象語、観念語、

専門語を完全網羅（520 語収録）してあり、受験直前対策として集中的に取り組むと効果バツグン

です。現代文学習に十分に時間をさけない受験生にとって強い味方です。 
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   〔意味〕コトバの意味や事物の概念を、コトバに… 
   〔意味〕内部の性質に関すること、ヒトの精神や… 
   〔意味〕明け暮れヒトの生活が営まれ、慣れ親し… 
   〔意味〕対象を理解し、判断するココロの働き。… 
   〔意味〕ヒトのココロや精神の外部にあって、知… 
   〔意味〕想定されるモノ・コトガラに関して、あ… 
   〔意味〕ある社会の中で創出され、共有され、継… 
   〔意味〕この世界に存在するモノ・コトのそれぞ… 
   〔意味〕生物の種ごとに共通する生得的行動様式… 
   〔意味〕「何々」は「何々」「である」と文の形… 
   〔意味〕欠乏を満たそうとする気持ち。本能に従… 
   〔意味〕モノゴトの本質的な意味をとらえ、判断… 
   〔意味〕①理性によってとらえられた観念。 
   〔意味〕論理的な構成によって、理性的・理知的… 
   〔意味〕思考を進めたり、モノゴトを判断するさ… 
２．Ｇ２ 頻度第２位 
   〔意味〕①コトバの意味。 
   〔意味〕さまざまなモノゴトに共通していること… 
   〔意味〕原因である「因」（直接原因）や「縁」… 
   〔意味〕類似性をもとにあるものを他のものに暗… 
   〔意味〕ヒトや生き物の生活のいとなみ、生命の… 
   〔意味〕ヒトの意識や自我の外部に存在する世界… 
   〔意味〕想像や推理によって一時的に構築された… 
   〔意味〕実在せず、単に主観的に認識される形象… 
   〔意味〕仮の存在・事象・現象として想定するこ… 
   〔意味〕主体や生命体を取り巻く外部および、外… 
   〔意味〕外界の刺激を感覚が受け取るうえでの鋭… 
   〔意味〕感覚を通して外界を認識する働きとその… 
   〔意味〕感覚を生じさせる感覚器官の働き。性的… 
   〔意味〕合理的に集団を組織し、規律と秩序によ… 
   〔意味〕血縁・地縁・協働の意志などによって親… 
   〔意味〕事実でないことにリアリティー（＝現実… 
   〔意味〕無知蒙昧（もうまい）を理知の灯によっ… 
   〔意味〕排他的・独占的な能力によって人々に服… 
   〔意味〕ヒトのココロの中に作り上げられた、現… 

   〔意味〕支配者が支配の目的を完遂するために行… 
   〔意味〕群れや集団を構成する単独の存在として… 
   〔意味〕ある言語体系、またはその中の限定され… 
   〔意味〕認識や実践に理知の光を当て、理性の原… 
   〔意味〕「種（しゅ）」に対して、それを構成す… 
   〔意味〕その個体に特有であること。 
   〔意味〕モノゴトの最も重要なところ。おおもと… 
   〔意味〕点の位置を数値または数値の組み合わせ… 
   〔意味〕空間の広がり方を表す単位。思考や認識… 
   〔意味〕事物や事象の基底にあり、他の存在によ… 
   〔意味〕視線を注ぐ者が立つ位置。モノゴトを見… 
   〔意味〕話者の言説の意図をよりよく聞き手に伝… 
   〔意味〕対象を認識し、対象に働きかける存在と… 
   〔意味〕①超越的な存在である神々が織りなす超… 
   〔意味〕他との関係を前提として存在が可能であ… 
   〔意味〕個々のモノ・コトを整合性のある内的構… 
   〔意味〕国家や社会のあり方。特に権力の側の支… 
   〔意味〕感覚によって外界の現象を認識する働き… 
   〔意味〕一つの共同体の中で伝承される精神的、… 
   〔意味〕ヒトの精神的な側面。 
   〔意味〕あるものを他のものと関係づけ、媒介す… 
   〔意味〕明け暮れ慣れ親しんでいる生活とは異な… 
   〔意味〕両者の類似性などに基づいて、あるもの… 
   〔意味〕一様で途ぎれ目のない空間や事象を、あ… 
   〔意味〕モノゴト・現象が生起し、存在するため… 
   〔意味〕モノゴトの特徴的、類型的な存在形式。… 
   〔意味〕事象・現象が外部に現した姿。モノゴト… 
   〔意味〕モノゴトが存在・成立しているときの状… 
   〔意味〕モノゴトが存在したり、関わったりする… 
   〔意味〕集団や社会の内部で、個人と個人の関係… 
   〔意味〕一定の集合または集団に含まれる多数の… 
３．Ｇ３ 哲学・思想 
   〔意味〕存在する自己が時間の経過、空間の移動… 
   〔意味〕二つの事物に共通する性質があるとき、… 
   〔意味〕先天的・生得的・先験的（経験に先立っ… 
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   〔意味〕同一のコトガラ・事物が様々な変化の過… 
   〔意味〕理性的な認識の対象としてのモノゴト・… 
   〔意味〕社会集団（国家・階級・党派など）にお… 
   〔意味〕反語的な言説（＝本意を裏に隠したモノ… 
   〔意味〕社会集団や民族などの成員全体に支配的… 
   〔意味〕前提をもとに論理的に結論を導き出す推… 
   〔意味〕ある現象が生じるかどうか、ある知識が… 
   〔意味〕真理を導き出すための論理的出発点とし… 
   〔意味〕概念を分類するときの最大分類項目。範… 
   〔意味〕社会を基底で支える、生産関係に基づく… 
   〔意味〕前提から論理的に導き出された結論。 
   〔意味〕ワレワレが知覚することによって意味を… 
   〔意味〕社会や集団に属する人が行為したり、判… 
   〔意味〕合理性を装いながら論理的正当性を欠い… 
   〔意味〕主体の認識・思惟（しい）・行為の対象… 
   〔意味〕時間的に同時に存在する現象の状態。 
   〔意味〕隠を編成することによって、裏面に真… 
   〔意味〕自然や現象一般として空間に形をもって… 
   〔意味〕知覚された事物のスガタ。 
   〔意味〕情報の発信者と受信者が、そのメッセー… 
   〔意味〕真を偽と判断し、偽を真と判断すること… 
   〔意味〕完全に理性の働きによって思考すること… 
   〔意味〕時間と空間。上下・左右・前後の三次元… 
   〔意味〕対照を捉え、思考・判断する主体の立つ… 
   〔意味〕この世界に生起するコトガラの現れ。コ… 
   〔意味〕ヒトが現実にこの場に主体的に存在して… 
   〔意味〕経験や実践によらず完全な思惟によって… 
   〔意味〕ある集合の中から共通する性質を抜き出… 
   〔意味〕矛盾するものどうしを更に高い段階で発… 
   〔意味〕思考のときに前提となるコトガラ。与件… 
   〔意味〕外部から働く力を排除し、自己内部の規… 
   〔意味〕ヒトのココロに結ぶ像。「イメージ」の… 
   〔意味〕前提をもとにして論理的に結論を導くこ… 
   〔意味〕経験によらないで（先天的に）認識可能… 
   〔意味〕事物・コトガラのさまざまなあらわれ方… 

   〔意味〕ヒトが本来の姿を失って隷属状態となり… 
   〔意味〕主観を交えずに、事物をそのものに即し… 
   〔意味〕事物に本来的、本質的にそなわっている… 
   〔意味〕ヒトの知的営為の全体。また、知的営為… 
   〔意味〕弁証法の基本用語（ドイツ語）で、論理… 
   〔意味〕言語記号によって生み出された表現体。… 
   〔意味〕まさになすべきこと。原語は「ゾルレン… 
   〔意味〕語と語を関係づけて文を構成すること。… 
   〔意味〕権威にもとづいて無批判に受け入れられ… 
   〔意味〕「場所」「場」を表すギリシア語。 
   〔意味〕ある概念がもつ意味・属性（備わってい… 
   〔意味〕論理・道理・真理・理性に反すること。… 
   〔意味〕外界の事象から受動的に生じる快楽や苦… 
   〔意味〕モノの見方・考え方・実践などの規範と… 
   〔意味〕階層構造でつくり上げられた組織形態を… 
   〔意味〕ヒトの意識がとらえ（記憶し）た外界の… 
   〔意味〕理性に基づいていないこと。 
   〔意味〕モノのカタチ。モノのスガタ。 
   〔意味〕すべての事物は他との関係において存在… 
   〔意味〕精神・ココロは物質によって（＝自然・… 
   〔意味〕弁論や文章表現のための技法。修辞法。… 
   〔意味〕理性・真理・道理・論理、コトバなどを… 
４．Ｇ４ 論説慣用語 
   〔意味〕コミュニケーション、意思の伝達のこと… 
   〔意味〕①一つの意義・意味しか持たないこと。… 
   〔意味〕変化・移行が一回的で反復・継続しない… 
   〔意味〕差異として認識するほどのことはない。… 
   〔意味〕描写の対象となる景物を、描く者の視点… 
   〔意味①〕一定の方向から進行する変化が、元へ… 
   〔意味〕自然に接してそこから生まれる風雅の心… 
   〔意味〕自然の美しい景物をいう比。 
   〔意味〕事象の変化・進行が中途の段階にあるこ… 
   〔意味〕初めての経験中にあらわれる既体験の幻… 
   〔意味〕貴い家柄の英雄が異境を流浪し、苦難の… 
   〔意味〕文章・言論の組み立て。モノゴトの整合… 
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   〔意味〕ヒトとしての様々な感情。 
   〔意味〕中心を目指して進むこと。中心を求める… 
   〔意味〕追い詰められて進退きわまった挙げ句の… 
   〔意味〕語の意味に幅がある時、範囲を限定した… 
   〔意味〕細部にこだわらず、全体を大づかみに認… 
   〔意味〕整合性のあるまとまりの中に入り込んだ… 
   〔意味〕教義を絶対のものとして無批判に追随す… 
   〔意味〕進む方向が同一であること。 
   〔意味〕現実と遊離した無益な理論・言論。 
   〔意味〕論者の論理を押し進めるため都合のいい… 
   〔意味〕自国の文化・伝統を絶対的に優れたもの… 
   〔意味〕天文学で地動説を提唱し、キリスト教宇… 
   〔意味〕基盤が脆弱（ぜいじゃく）で、実現・完… 
   〔意味〕自分の中でつじつまの合わない事態が生… 
   〔意味〕自分の家の薬箱の中の薬のように思うま… 
   〔意味〕宇宙の万象、すべての事象（＝色）は実… 
   〔意味〕目的を遂行する上で、有効な方法論が見… 
   〔意味〕あるコトガラをこの上もないとする考え… 
   〔意味〕日本近代文学史上に特有の形式で、作者… 
   〔意味〕大きい勢力につき従って、自らの存在を… 
   〔意味〕論証の必要もなく正当な論。 
   〔意味〕倫理道徳を知性の根本とする孔子に始ま… 
   〔意味〕日常生活全般をいう語。 
   〔意味〕ふだん取るべき道を外すこと。普通のや… 
   〔意味〕火が眉（まゆ）を焦がすほどに迫った緊… 
   〔意味〕ヒトのココロの中に描かれた外部の有り… 
   〔意味〕この宇宙に存在する一切の事象・現象。… 
   〔意味〕生物を環境との関わりの中で研究する学… 
   〔意味〕生物が環境との関わりの中で作りだすシ… 
   〔意味〕ナチズムやファシズムのように国家や民… 
   〔意味〕他者の体験を自分のものとしてとらえな… 
   〔意味〕ヒトの身の丈の大きさであること。 
   〔意味〕二つの対立する原理をもとにする考え方… 
   〔意味〕項目が二つあって、その両者が相反する… 
   〔意味〕見た目には類似しているが、実質は全く… 

   〔意味〕宇宙の万物・万象に神性が宿るとする考… 
   〔意味〕見習うべきでない、と教えてくれるとい… 
   〔意味〕美一般に対する感覚や認識のあり方。 
   〔意味〕避けることができないこと。 
   〔意味〕二者が一致もせず離反もしない関係にあ… 
   〔意味〕モノや偶像に超自然的な力を認める性質… 
   〔意味〕ほんのひと言。（似た意味の語を重ねた… 
   〔意味〕中世ヨーロッパにおける異端者排除の運… 
   〔意味〕画面に諸仏・諸神を網羅的に配置し、悟… 
   〔意味〕面（おもて）向きは従っているが、腹の… 
   〔意味〕人間の世界の終わりと神の国の到来を記… 
   〔意味〕生物体のように各機能・各器官が相互に… 
   〔意味〕すべての事物・事象は世界内で調和的に… 
   〔意味〕あるモノゴトが二つの意義をもつこと。… 
５．Ｇ５ 論説カタカナ語 
   〔意味〕独自の価値観に基づいて、既成の体制・… 
   〔意味〕正統的な学問研究の方法。また、学究的… 
   〔意味〕「現実性」をいう英語。 
   〔意味〕自然界のあらゆる物象に霊魂が宿るとす… 
   〔意味〕簡潔な表現で世相・人情を言い当てたこ… 
   〔意味〕解決困難な命題。ギリシア語で「道がな… 
   〔意味〕古代ギリシアの愛の神。広義の「愛」の… 
   〔意味〕認識の客体としてのモノをいうフランス… 
   〔意味〕宇宙生成前の神話的元初としての混沌。… 
   〔意味〕破滅的な終末。破局。大変動。 
   〔意味〕外部との同化によって情緒的な浄化を行… 
   〔意味〕人や社会の事象を戯画化して描くこと。… 
   〔意味〕超自然的な能力によって、集団の成員や… 
   〔意味〕血縁・地縁など自然的な結合にもとづく… 
   〔意味〕文章の前後の脈絡をいう語。文脈。 
   〔意味〕個々・部分部分の有機的・機能的な連関… 
   〔意味〕対象との間に距離をおき、その事象を冷… 
   〔意味〕現実の事象を模倣的に再現、または創造… 
   〔意味〕社会の事象をメディアを通して報道・解… 
   〔意味〕超自然的存在である神、精霊、死霊など… 
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   〔意味〕芸術作品・文芸作品の表現様式・形式に… 
   〔意味〕既成の価値観を破壊し、ヒトの意識下や… 
   〔意味〕病気、疾患によってあらわれる一連の身… 
   〔意味〕空間を左右対称なモノが占めることによ… 
   〔意味〕集団内に鬱積（うっせき）する不満を解… 
   〔意味〕思考や実践の常套（じょうとう）的な様… 
   〔意味〕教養をひけらかすエセ紳士。俗物。 
   〔意味〕学問や教養によって洗練されていること… 
   〔意味〕すべての物質・現象を力学的な場におい… 
   〔意味〕侵犯に対して外的な圧力を介することな… 
   〔意味〕遺伝情報を運ぶ遺伝子の本体。デオキシ… 
   〔意味〕科学技術または、その利用の方法の体系… 
   〔意味〕「変形する」「形を歪める」ことをいう… 
   〔意味〕大衆操作などを目的として意図的に流さ… 
   〔意味〕国家を支えるために自国民の優位性を第… 
   〔意味〕ナチスドイツのファシズムをいう語。 
   〔意味〕いかなる存在、いかなる実践の価値も認… 
   〔意味〕個々の単位を網の目状に結ぶ組織形態。… 
   〔意味〕描写の対象となる景物を、描く者の視点… 
   〔意味〕第１次世界大戦後に（イタリアに）現れ… 
   〔意味〕科学が現場に出て実地に行う調査。実地… 
   〔意味〕特定のモノに超自然的な力が備わってい… 
   〔意味〕女性の権利の拡張と自立を目指す立場・… 
   〔意味〕民間に伝承される思考様式・行動様式の… 
   〔意味〕内部の構造・仕組みが問題にされず、そ… 
   〔意味〕ヒトの思惟や観念は、すべて実践を通し… 
   〔意味〕かつての貴族・僧侶階級に対する市民階… 
   〔意味〕速度や力のように大きさと向きを持つ量… 
   〔意味〕ヨーロッパ精神に重大な影響を与えた古… 
   〔意味〕「～以後」「～の次」の意味の接頭語。… 
   〔意味〕目的を遂行するためなら、手段を選ばな… 
   〔意味〕宇宙の内部にあって、宇宙と同一・類似… 
   〔意味〕作用が伝わる仕組み。働きが他の部分に… 
   〔意味〕類似性をもとにあるものを他のものに暗… 
   〔意味〕変身・変態・変形すること。 

   〔意味〕動作・作用・伝達をナカダチするもの。… 
   〔意味〕目標・標識・指標をいうドイツ語。 
   〔意味〕ヒトのココロの働き全般をいう語。心的… 
   〔意味〕表現（や実践など）の動機となった観念… 
   〔意味〕ヒトが成長する過程で社会人としての責… 
   〔意味〕根源的、根底的であること。 
   〔意味〕現実の事象をあるがままに捉え、あるが… 
   〔意味〕性的欲望を解放しようとするエネルギー… 
６．Ｇ６ 読解サポート動詞 
   〔意味〕かかわる。関連する。 
   〔意味〕よりどころにすること。 
   〔意味〕恐れ畏（かしこ）まること。 
   〔意味〕本来の道筋から逸（そ）れること。 
   〔意味〕助けとして利用すること。 
   〔意味〕悩み、悶（もだ）えること。 
   〔意味〕間にはさまるようにして存在すること。… 
   〔意味〕そむき離れること。離れていること。 
   〔意味〕元に戻すこと。元に戻ること。 
   〔意味〕従属すること。所属すること。 
   〔意味〕受け入れて自分のものにすること。味わ… 
   〔意味〕形をとってあらわれること。具体的な形… 
   〔意味〕相次いで起こること。引き続いて生じる… 
   〔意味〕神がヒトに真理をひらき示すこと。 
   〔意味〕煩悩（ぼんのう）から解放されて涅槃（… 
   〔意味〕言い触らすこと。言いはやして伝えるこ… 
   〔意味〕感応し合うこと。互いに感じ、それを伝… 
   〔意味〕こだわること。 
   〔意味〕その場を取り繕うこと。一時しのぎにご… 
   〔意味〕生産－流通－消費の過程を繰り返すこと… 
   〔意味〕権力と金の力によって、他人の労働の成… 
   〔意味〕複雑に入り組んでいること、入り交じっ… 
   〔意味〕気持ちが目標に向かうこと。ある目標を… 
   〔意味〕命が尽きようとすること。今際（いまわ… 
   〔意味〕一点に集まること。縮むこと。収束。 
   〔意味〕互いに応じあうこと。互いに対応してい… 
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   〔意味〕一段と高度で純粋な状態に変化すること… 
   〔意味〕禁忌・規範・法・権利などを侵すこと。… 
   〔意味〕反省的に考えること。 
   〔意味〕互いに相手に克（か）とうとして争うこ… 
   〔意味〕かみ合わないこと。食い違うこと。 
   〔意味〕モノゴトに前向きに取り組む意欲に欠け… 
   〔意味〕具体的な形をとって現れること。 
   〔意味〕向き合っ立つこと。対立すること。 
   〔意味〕必要な過程をとばして性急に結論を出す… 
   〔意味〕高い境地・高い次元へ抜け出ること。 
   〔意味〕見えないところで通じていること。。 
   〔意味〕文化や習慣などが、ほかへ伝わり広まる… 
   〔意味〕影を投げかけること。影響を他のものに… 
   〔意味〕外界の事象を自己の内に取り込むこと。… 
   〔意味〕未来に向かって行動し、実践すること。… 
   〔意味〕二者の間に入って、仲を取りもつこと。… 
   〔意味〕背を向けて去ること。ＡがＢに対して背… 
   〔意味〕財産や権利などを剥ぎ取ること。 
   〔意味〕本から分かれて生じること。 
   〔意味〕獲得した知識を自分の中で捉え直して確… 
   〔意味〕悩み、悶え、苦しむこと。 
   〔意味〕自らの力の下にかばい守ること。 
   〔意味〕霊・悪霊・死霊などがとりつき、のりう… 
   〔意味〕岩石に力を加えたり、化学作用によって… 
   〔意味〕意味や範囲を押し広げ、展開して詳細に… 
   〔意味〕権利・権威を取り戻すこと。元の地位に… 
   〔意味〕進行・変化の過程で分裂、多様化・部門… 
   〔意味〕あまねく、どこにでも存在すること。 
   〔意味〕スガタ・カタチがすっかり変化すること… 
   〔意味〕全体をひっくるめて一つにすること。 
   〔意味〕上位の概念が下位の概念を包み込むこと… 
   〔意味〕他の不完全・不十分を補って完全にする… 
   〔意味〕認識の対象を存在しないものとみなすこ… 
   〔意味〕ヒトの自由を奪い押さえ込むこと。 
   〔意味〕規律・規範を定め、それに従って自らを… 

   〔意味〕判断・決定・実行などを一時的に延期す… 
   〔意味〕世に伝わり、広く知れ渡ること。 
   〔意味〕奴隷として従属すること。 
７．Ｇ７ 読解サポート名詞 
   〔意味〕人が住んで活動する世界とは異なる世界… 
   〔意味〕宗教上・政治思想上、正系や正統派に対… 
   〔意味〕理性にもとづく深い認識の働き。また、… 
   〔意味〕学問・武芸などを究め尽くさないと得ら… 
   〔意味〕神や自然からの特別な恵み。 
   〔意味〕自己のうちにあるものを対象として外部… 
   〔意味〕経済社会のうちで生産手段の所有形態の… 
   〔意味〕電源から出た電流が、再び電源に入るま… 
   〔意味〕個々の特徴や個性を無視して全体を一様… 
   〔意味〕相反する感情が心の中でもつれること。… 
   〔意味〕理性に基づいて直観すること。瞑想的に… 
   〔意味〕人を陥れるための落とし穴。 
   〔意味〕人物・事物の本当の姿ではなく、見せか… 
   〔意味〕一切のモノが存在しないこと。一切の価… 
   〔意味〕質的にならされ、一様（いちよう）であ… 
   〔意味〕寓意（ぐうい）に基づいて作り上げられ… 
   〔意味〕ハレ（＝表立って晴れがましいこと）に… 
   〔意味〕本来の機能を失った外形。ヌケガラ。 
   〔意味〕善悪の報いを引き起こす人間の行為。 
   〔意味〕モノゴトの変化・発展のきっかけとなっ… 
   〔意味〕つながりを記した系図。同じ流れをくむ… 
   〔意味〕現実には存在しない現象・事象を見るこ… 
   〔意味〕常に一定不変であること。 
   〔意味〕触覚・味覚・嗅覚・聴覚・視覚の身体感… 
   〔意味〕自分だけの勝手な考え。その場その場の… 
   〔意味〕子どもの遊び。たわいのない企て。 
   〔意味〕生まれつきの性質・才能。天性。 
   〔意味〕手かせと足かせ。人の自由を束縛するも… 
   〔意味〕生物個体に共通する性質を抽象して分離… 
   〔意味〕感情・ココロをもつすべての生きものを… 
   〔意味〕ある集団・共同体内で習慣となった生活… 
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   〔意味〕出生した所・家。モノゴトの生じたもと… 
   〔意味〕超自然的な力を利用して危機を克服した… 
   〔意味〕特定の他者に害悪を与えるために行う呪… 
   〔意味〕呪術によって身体の自由を奪うこと。 
   〔意味〕深いふち。測り知れないほど暗く、深い… 
   〔意味〕堅く信じて守っている事柄。信者のため… 
   〔意味〕ココロの働きの全体をいう語。メンタリ… 
   〔意味〕理性的人間の規範となる論理的・倫理的… 
   〔意味〕状況の成り行き。傾向。動向。 
   〔意味〕祈り・悟り・解脱（解脱）などによって… 
   〔意味〕聖なるものの支配する領域。サンクチュ… 
   〔意味〕神聖な場や聖域に対して一般社会。そこ… 
   〔意味〕万物を治め、導く神の意志。自然の法則… 
   〔意味〕近代の所産である科学技術や理性の恩恵… 
   〔意味〕戦争・闘争・競争上で行う全体的、長期… 
   〔意味〕人がココロの中に思い描くイメージ。 
   〔意味〕天地万物を存在させた神。造物主。また… 
   〔意味〕ヒトのココロの中に沸き起こる様々な思… 
   〔意味〕顔かたち。顔のありさま。モノゴトの外… 
   〔意味〕簡潔で明瞭なさま。てっとり早いさま。… 
   〔意味〕世間一般の人々が共通に抱いている考え… 
   〔意味〕世の有限・無常・非合理等を認識し、現… 
   〔意味〕前代から受け継いだことを後代に伝えて… 
   〔意味〕価値のうえで等しいこと。 
   〔意味〕自らの属性のうちで他にはない特別な性… 
   〔意味〕天から与えられること。 
   〔意味〕人間のうちにあること。経験のうちにあ… 
   〔意味〕ヒトのアタマの内部。ヒトのココロの中… 
   〔意味〕彼と我。相手の側と自分の側。 
   〔意味〕美を成立させる原理や、美意識の構造を… 
   〔意味〕現実の生死の世界を越えた涅槃（ねはん… 
   〔意味〕教団の内で行う秘密の儀式。 
   〔意味〕モノゴトの表面の部分。モノゴトの本質… 
   〔意味〕ある時代、ある土地における特有の生活… 
   〔意味〕キリストによる救いの言葉。喜ばしい伝… 

   〔意味〕別の側面から間接的に証明すること。ま… 
   〔意味〕存在する事物・事象が本来所有している… 
   〔意味〕人々の伝統的な生活様式や文化。 
   〔意味〕なすことなく自然のままにあること。 
   〔意味〕あの世。冥土。冥府。黄泉（よみ）。 
   〔意味〕ある現象・事象を引き起こす原因。 
   〔意味〕前世・現世とともに三世（さんぜ）の一… 
   〔意味〕衆生（すべての生き物）が限り無く生死… 

 

 

 

 


