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主要な接頭辞・接尾辞一覧 

 
 

接頭・接尾辞 意味 
語源(接頭・接尾辞)を記憶 

するためのイメージ 
代表例 

con / com 
①一緒に  

②強意 
company の com 

①complicated  
②commit, comfort 

co- 共 cooperation の co coexist, cooperate 

de 
～から離れて→下

へ 
decrease の de 

decline, deliver, departure, 
defect 

dis 奪う → 否定 discover の dis disclose, disease, disaster 

ee ～される人 employee の ee employee 

en 
中に入れる  

→ ～化する 
in と語源が同じ 

enable, ensure, fasten 

ex 
外 exit の ex except, exclude, expedition, 

extinct 

fore 前 <空間的> before の fore forecast, forehead 

ful full（いっぱい） full と語源が一緒 grateful 

in / im 
①中  

②否定 
②物を箱の中にしまうと 
見えなくなる → 否定 

①impress, insight, inhabit  
②inhibit, infamous 

inter 相互 → 間 international の inter interact, interfere 

pre 前 <時間的> prepaidカードの pre 
prefer, prejudice, predict, 
premise, preserve 

post ⇔ pre 
ポスト阿部政権の 
ポスト(post) 

postmodern 

re 
再 → 反対  

→ 後ろへ 
repeat の re review, recede, refer 

sub 下 
subway の sub submit  ※ sub＝ suc, suf, 

sup → successive, suffer 

tract 引っぱる 
トラクター(tractor)の

tract 
attract, distract, contract, 
extract 

trans 
向こう側 

へ移動 
トランシーバー

(transceiver)の trans 
transfer, transport, 
transition, transplant 

un 
①否定  

②反対の動作 
①ネクタイを締める=tie,  
緩める=untie 

①uncertain  
②unfold, uncover, untie 
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準主要な接頭辞・接尾辞一覧 

接頭・接尾辞 意味 
語源(接頭・接尾辞)を記憶 

するためのイメージ 
代表例 

ab 離れた 
アブノーマル(abnormal)な 
プレイの ab 

abuse, abstract 

ant(i) 

(=contra) 
反対 アンチ 

antitoxin 
(contradiction) 

cess/ceed/cede go アクセス(access)の cess succeed, exceed, precede 

cept/ceive take 
レシーブ(receive) 
の ceive 

accept, susceptible,  
conceive, perceive 

cline 傾く 
リクライニングシート

(reclining seat) の recline 
incline, decline, climate 

fer 運ぶ フェリー(ferry) の fer prefer, offer, conference 

flect 曲げる 
リフレクター(reflector) 

の flect 
reflect, flexible 

gl きらきら輝く グロス(gloss)の gl glacier 

ject 投げる ジェット(jet)機と語源が一緒 reject 

logy ～学, 論 ロジカル(logical) の logy 
biology, archaeology  
※≒ics(〜学) 

mal 悪い マラリア(malaria)の mal malnutrition 

mini/micro 小 / 微小 
ミニチュアのミニ / 
ミクロの世界 

miniature, diminish 
microbe, microscopic 

over 過度に 
出川哲郎の 

オーバー(over)リアクション 
overlook, overwhelm 

ped 足 
ペダル(pedal) やペディキュ
ア(pedicure) の ped 

expedition, pedestrian 

pro 前へ(の) professional の pro progress, prospect pro and con 

retro 
さかのぼって 
→後ろへ 

レトロな町並みの retro 
in retrospect(振り返ると) 

sur 上 → 超過 
燃油サーチャージの 

サ―(sur) 
surface, surpass, surpass 

uni / mono 1 
ユニフォームの uni 
モノクロの mono 

uniform, unity 
monolingual 

vac 空の vacuum car の vac vacant 

volve 回転する 銃のレボルバー(revolver)  involve, evolve 
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