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● Level 7

語法で覚える ― 動詞

1〈動＋ C〉の形をとるもの
□ commute [kəmjúːt] 通勤する 【名】通勤
・ commute

to work by bus「職場へバスで通勤する」

（…に）打ち勝つ
□ prevail [privéil] （…に）広がっている，
・ prevail

in the world「世界に広まっている」
・ prevail over his rivals「ライバルに打ち勝つ［勝る］」

〔bounce back で〕戻ってくる
□ bounce [báuns] 跳ね返る・反射する，
〔E メールなど〕・立ち直る〔失敗・敗北などから〕
・ bounce

off the wall「壁に当たって跳ね返る［反射する］」
・ My e-mail has bounced back.「E メールが戻ってきた」
（…と）一致する・適合する
□ conform [kənfɔ́ː(r)m] （…に）従う，
・ conform
・ conform

to the regulations「規則を遵守する」
to safety standards「安全基準に適合する」

〔frown on で〕…にまゆをひそめる
□ frown [fráun] 顔をしかめる，
【名】しかめ面
・ frown

at the noisy boy「騒々しい子どもに顔をしかめる」
・ Personal e-mails are frowned on at work.
「職場での個人的な E メールはまゆをひそめられる［ひんしゅくを買う］」

□ lag [lǽg] 遅れる 【名】遅れ
・ lag

behind the US in clean energy investments

「クリーンエネルギーへの投資で米国に遅れをとる」
〔時間の遅れ［差］〕
lag「タイムラグ」
「時差ぼけ」
lag

・ time
・ jet

□ clash [klǽʃ] 衝突する〔人・意見などが〕，合わない〔色・デザインなど〕
【名】
（人・意見などの）衝突
・ Protesters

clashed with the police.

「デモの参加者は警官隊と衝突した」
・ the

□ roam [róum] …を歩き回る・放浪する
・ roam

around the town「街中を歩き回る」
used to roam the earth.

・ Dinosaurs

「かつて恐竜が地上を歩き回っていた」

□ bang [bǽŋ] （…を）強く打つ，…をぶつける〔物・体の一部〕
【名】バン［ドカン］という音
・ bang

on the table「机をバンとたたく」
Big Bang theory「ビッグバン説」

・ the

□ rotate [róuteit] 回転する，…を回転させる
・ rotate

around the Sun「太陽の周囲を回転する」

〔人・動物・
□ creep [kríːp]〔crept - crept〕 ゆっくり動く［忍び足で歩く・はう］
車など〕，徐々に変動する〔数値など〕
・ creep

into the room「部屋に忍び足で入る」

□ cling [klíŋ]〔clung - clung〕 しがみつく〔人・動物が〕・くっつく〔物が〕
・ cling

to old ideas「古い考えにしがみつく」

2〈動＋ A ＋ C〉の形をとる動詞
□ dye [dái] …を染める 【名】染料
・ He

dyed his hair brown.「彼は髪を茶色に染めた」

（人が）…を与える
□ render [réndə(r)] （物・事が）…を～（状態）にする，
・ The

blow rendered him unconscious.「その一撃で彼は気を失った」
assistance to those in need

・ render

「援助を必要とする人たちに与える」

3〈動＋ A ＋ B / 動＋ B ＋前＋ A〉の形をとるもの
□ toss [tɔ́ːs] …をほうり投げる，…を（激しく）揺さぶる
・ toss
・ toss

her a box of tissues「彼女にティッシュの箱をほうってあげる」
a box of tissues to Jane

「ティッシュの箱をジェーンにほうってあげる」
・ toss

a ball into the air「ボールを空中にほうり投げる」

clash between Athens and Sparta

「アテネとスパルタの衝突」
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4〈動 ( ＋ A) ＋ to do / doing〉の形をとるもの
□ tempt [témpt] …の気をひく・誘惑する
・ tempt

customers to fill their carts

「顧客が買い物かごを一杯にするよう気をひく［誘惑する］」

□ compel [kəmpél] （人）に強いる
・ be

compelled to resign「辞職を強いられる」

〔be terrified で〕怖がっている
□ terrify [térəfài] …をひどく怖がらせる，
・ The

news terrified the whole town.

「そのニュースは町じゅうの人を怖がらせた」
・ be

terrified of making mistakes「間違えるのをひどく怖がっている」
・ be too terrified to speak「ひどく怖がっていて話せない」

〔be disgusted で〕むかついている
□ disgust [disgʌ́st] …をむかつかせる，
【名】嫌悪
・ What

disgusts me is that nobody tells the truth.

「むかつくのは誰も真実を語らないということだ」
・ be

disgusted at what I’ve done「自分のやったことにむかついている」
・ be disgusted to read the news「そのニュースを読んでむかつく」
□ strive [stráiv]〔strove - striven〕 （懸命に）努力する
・ strive

to protect the environments「環境を守る努力をする」
・ strive for human rights「人権（擁護）を目指して努力する」

〔be startled で〕びっくりする
□ startle [stάː(r)tl] …をびっくりさせる，

big sound startled me.「大きな物音にびっくりさせられた」
startled by a sudden flash「突然の閃光にびっくりする」
・ be startled to see her face「彼女の顔を見てびっくりする」

・A

・ be

〔be distressed で〕心を痛めて
□ distress [distrés] …を悩ませる・悲しませる，
いる・悲しむ 【名】嘆き，苦悩

words distressed her.「その言葉は彼女を悲しませた」
・ be deeply distressed by his words「彼の言葉に深く悲しむ」
・ be distressed to read about the suicide bombings
・ His

「自爆テロについて読んで心を痛めている」

● Level 7

□ endeavor [indévə(r)] 努力する・努める 【名】試み，努力
・ endeavor

□ designate [dézignèit] …を指名［指定・任命］する
・ be

designated as a World Cultural Heritage site

「世界文化遺産に指定されている」
・ be

designated to chair the meeting

「会議の議長を務めるよう任命される」

□ induce [indúːs] （…する）気にさせる，…を引き起こす［誘発する］
・ induce

consumers to spend more

「消費者にもっとお金を使う気にさせる［仕向ける］」
・ induce

laughter「笑いを引き起こす」

□ provoke [prəvóuk] （事が）…を引き起こす，…を刺激［挑発］する
・ provoke

・ provoke

severe criticism「厳しい批判を引き起こす」
him to act violently「彼を挑発して暴力を振るわせる」

□ empower [impáuə(r)] …に権限［裁量権］を与える

can do only what it is empowered to do by the
Constitution.

・ Government

「政府は憲法によって権限を与えられたことだけをすることができる」
（…を）ののしる
□ swear [swéə(r)]〔swore - sworn〕 …を誓う，
・ swear
・ They

to tell the truth「真実を述べると誓う」
are swearing at each other.

「彼らはたがいにののしり合っている」

5〈動（＋ A）＋ that/wh-/how〉の形をとるもの
□ infer [infə́ː(r)] …を推論［推測］する
・ What

can be inferred from the available data?

「入手できるデータからどんなことが推測されますか」
・ infer

from the data that ...「…ということをデータから推測する」

（…を）調査する
□ inquire [inkwáiə(r)] （…を）尋ねる〔ask の堅い語〕，
・ inquire

4

to complete the project

「その計画を完成するよう努力する」

about the price「製品の価格を尋ねる［問い合わせる］」
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when the product was shipped

「商品がいつ出荷されたかを尋ねる［問い合わせる］」
・ inquire

into the company’s financial dealings

「その会社の金融取引について調査する」

□ disclose [disklóuz] …を明らかにする（＝ reveal）
・ disclose
・ disclose

the identity of the victim「被害者の身元を明らかにする」
that there was a secret agreement

「密約があったことを明らかにする［公表する］」

□ speculate [spékjəlèit] 思いめぐらす・憶測する，投機する
・ speculate

on a motive for the crime「その犯罪の動機について憶測する」
speculated that carbon dioxide could act as a blanket in the
atmosphere.

・ He

「彼は二酸化炭素が大気の中で毛布として働くと推測した」
・ speculate

in high risk stocks

「リスクの高い株に投機する［投機買いする］」

6〈動＋ A ＋前＋ B〉の形をとるもの
①〈動＋ A ＋ to/at/in/into/on ＋ B〉の形をとるもの
□ incorporate [inkɔ́ː(r)pərèit] …を取り入れる・組み入れる
・ incorporate

regular exercise into a daily routine

「日課の中に規則的な運動を取り入れる［組み入れる］」

□ enroll [inróul] （…に）登録する〔入学・入会する〕
・ enroll

in an intensive English course

「集中英語コースに登録する」

□ manipulate [mənípjəlèit] …を（巧みに）操作する・操る
・ manipulate

the price of crude oil「原油価格を操作する」
・ manipulate people into doing what you want
「人々を操ってあなたが望むように動かす」
〔soak up で〕吸収する
□ soak [sóuk] …を浸す，…をずぶぬれにする，
・ soak

the beans overnight in water「豆を一晩水に浸す」
・ be soaked with heavy rain「大雨でずぶぬれになる」
・ soak up the sun’s energy「太陽エネルギーを吸収する」
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□ dissolve [dizάːlv] 溶ける・…を溶かす，…を解散する・解消する〔議会・組織
など，契約・提携など〕

CO2 dissolves in water, it forms carbonic acid.

・ When

「二酸化炭素が水に溶けると炭酸を形成する」
・ dissolve

the contract「契約を解消する」

□ pat [pǽt] …を（平手で）軽くたたく・なでる
【名】軽くたたくこと・なでること
・ pat

a dog on the head「犬の頭を軽くたたく［なでる］」

（特定の対象に）向ける
□ pitch [pítʃ] …を投げる，…を（あるレベルに）設定する・
（＝ target） 【名】調子・高さ，投球
・ pitch

・ The

a stone into the river「石を川の中に投げる［投げ込む］」
course is pitched at the beginner level.

「このコースは初心者レベルに設定されている」
・a

high/low pitch「高い［低い］調子」

□ weave [wíːv]〔wove - woven〕 …を織る・編む〔糸・竹などを／かご・布など
を〕，…を織りこむ・組み込む
・ weave
・ weave

silk into cloth「シルクを布に織る」
your personal experiences into your essay

「エッセイに経験したことを織り込む」

□ exert [igzə́ː(r)t] （力など）を働かせる・及ぼす
・ exert

a great influence on our lives「我々の生活に大きな影響を及ぼす」

□ steer [stíə(r)] …を操縦する・運転する，…を（～へ）案内する・導く
・ steer

the boat toward its destination「船を目的地に向けて操縦する」
the team to victory「チームを勝利へ導く」

・ steer

□ spray [spréi] …に／…をスプレーする・吹きつける 【名】スプレー（液）
・ spray

・ spray

pesticide on crops「殺虫剤を作物に吹きつける［散布する］」
crops with pesticide「作物に殺虫剤を吹きつける［散布する］」

□ bind [báind]〔bound - bound〕 …を縛る・結ぶ，…を結びつける，
結びつく・結合する
・ bind

・ bind

newspapers with string「新聞をひもで縛る」
local communities together

「地域社会［住民］を（一つに）結びつける」
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hydrogen atoms bind with an oxygen atom.

・ Two

「2 個の水素原子は 1 個の酸素原子と結合する」

□ insert [insə́ː(r)t] …を挿入する〔物・文章など〕 【名】[ínsəː(r)t] 挿入物
・ insert
・ insert

the letter into an envelope「手紙を封筒に挿入する」
a sentence in the final paragraph

「最後のパラグラフに文を挿入する」

□ suck [sʌ́k] …を吸い込む〔口に／物に〕，…をしゃぶる
・ suck

(up) the juice with a straw

「ジュースをストローで吸う［飲む］」
・A

black hole sucks in all matter, light and energy.

「ブラックホールはすべての物質，光，エネルギーを吸いこむ」
・ The

stars are sucked into the black hole.

「その星々はブラックホールに吸い込まれた」
〔bump into で〕
（人）に偶然出会う
□ bump [bʌ́mp] ぶつかる，…をぶつける，
【名】衝突（の音），こぶ
・ bump

into the concrete wall「コンクリートの壁にぶつかる」
・ bump my head against the wall「壁に頭をぶつける」
・ bump into an old friend on my way home
「帰り道で旧友にばったり出会う」

□ surrender [səréndə(r)] 降伏する，…を引き［明け］渡す 【名】降伏
・ In

404 B.C., Athens surrendered to Sparta.

「紀元前 404 年にアテネはスパルタに降伏した」
・ surrender

their arms to the police「警察に武器を引き渡す」

□ chop [tʃάːp] …を小さく切る・刻む，…をたたき切る・切り倒す［落とす］
・ chop

・ The

the onions into little pieces「タマネギを細切れに刻む」
forest was chopped down.「その森は切り倒された」

□ smash [smǽʃ] …を粉砕する・打ち砕く，…を（～に）たたきつける，
（…に）激突する
・ The

glass was smashed to
a glass against the wall「グラスを壁にたたきつける」

・ smash

pieces.「グラスは粉々に割れた」

（…に）詰めかける・押しかける
□ cram [krǽm] …を詰め込む，
・ cram

knowledge into the brains of the students

「生徒の頭に知識を詰め込む」
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・ Over

80,000 fans crammed into the stadium

「８万人以上のファンがスタジアムに詰めかけた」

②〈動＋ A ＋ with/by ＋ B〉の形をとるもの
□ coordinate [kouɔ́ː(r)dnèit] …を調整［編成］する，…を調和させる，
調和する 【名】[kouɔ́ː(r)dnit] 〔～ s で〕コーディネート
・ coordinate

the project schedule

・ coordinate

your breathing with your body movements

「プロジェクトのスケジュールを調整［編成］する」
「呼吸を身体の動きに調和させる［合わせる］」

（感情・人・騒ぎなど）を引き起こす・駆
□ stir [stə́ː(r)] …をかき回す・かき混ぜる，
り立てる 【名】かき回すこと，騒ぎ
・ stir

・ stir

cream into the coffee「クリームをコーヒーにかき混ぜる」
up nationwide controversy「全国的な論争を引き起こす」

□ enclose [inklóuz] …を囲む・包む，…を同封する
・ be

enclosed by a high brick wall「高いれんがの塀で囲まれている」
a stamped, self-addressed envelope

・ enclose

「切手を貼り宛て名を書いた返信用封筒を同封する」
（動物）をいじめる
□ tease [tíːz] （人）をからかう，
・ tease

my girlfriend about her funny hat

「ガールフレンドを変な帽子のことでからかう」
・ tease

a cat by pulling its tail「ネコをしっぽを引っ張っていじめる」

〔be allied で〕同盟している 【名】[ǽlai] 同盟国
□ ally [əlái] （…と）同盟する，
・ Athens

・ Thebes

allied with Argos.「アテネはアルゴスと同盟した」
and Corinth were allied with Sparta.

「テーベとコリントはスパルタと同盟していた」

□ stain [stéin] …にしみをつける，…を着色［染色］する 【名】しみ・汚れ
・ be

stained with red wine「赤ワインでしみがついている」
the cells with a dye「染料で細胞を着色［染色］する」

・ stain

③〈動＋ A ＋ of/for/from ＋ B〉の形をとるもの
□ scan [skǽn] …をスキャンする〔走査・探査する〕，…をざっと見る［読む］
・ scan

baggage for weapons「武器を探して手荷物をスキャンする」
9
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a newspaper「新聞をざっと読む［目を通す］」

□ distract [distrǽkt] …をそらす
・ distract

people’s attention from the real issue

「人々の注意を真の問題からそらす」

□ compensate [kάːmpənsèit] …に償う・賠償する，補う・埋め合わせる
・ compensate

the people for their loss

「その人々に損失を償う［賠償する］」
・ His

enthusiasm compensates for his lack of skill.

「彼の情熱が技術の不足を補っている」

□ prescribe [priskráib] …を処方する
・ prescribe

too much medicine for patients

「あまりに多くの薬を患者に処方する」
・ prescribe

antibiotics for infections caused by bacteria

「抗生物質をバクテリアが原因の感染症に処方する」

□ comprise [kəmpráiz] （…から）成る〔部分〕，
…を成す・占める〔全体の一部・割合〕
・ Water

comprises hydrogen and oxygen.

「水は水素と酸素から成る」
・ Water

comprises about 60% of our body.

「水は身体の約 60 ％を占めている」

□ inspect [inspékt] …を（詳しく）調べる〔examine の堅い語〕
・ inspect

the car for damage「損傷がないか車を（詳しく）調べる」

□ delete [dilíːt] …を削除する〔文字・データなど〕
・ delete

irrelevant sentences from the paragraph

「その段落から不適切な文を削除する」

・ erase

a file from the disk「ディスクからファイルを消去する」

④〈動＋ A ＋ as[to be] ＋ B〉の形をとるもの
□ utilize [júːtlàiz] …を利用［活用］する
・ utilize

hydrogen as an energy source

「水素をエネルギー源として利用する」
・ utilize

solar energy for heating, cooling, and lighting

「太陽エネルギーを暖房，冷房，照明に利用する」

□ disguise [disgáiz] …を変装させる，偽装する，
…を隠す〔事実・感情など〕

was disguised as a police officer.「彼は警官に変装していた」
warship disguised as a merchant vessel

・ He
・A

「商船に偽装した戦艦」

□ depict [dipíkt] …を描写する・表現する
・ depict

pirates as heroes「海賊を英雄として描く」

〔※ pirate [páirət]「海賊」〕



□ esteem [istíːm] …を尊敬する・評価する〔人・物〕
【名】尊敬・尊重〔respect の堅い語〕
・ be

highly esteemed as a statesman

・ be

held in high esteem「高く評価されている」

「政治家として高く評価［尊敬］されている」

□ condemn [kəndém] …を非難する
・ condemn

nuclear weapons as a crime against humanity

「核兵器を人類に対する犯罪として非難する」
・ condemn

the government for violating the Constitution

「政府を憲法に違反していると非難する」

□ inhibit [inhíbit] …を妨げる・抑制する〔行動・成長など〕
・ Vitamin

E can inhibit the growth of certain cancer cells.

「ビタミン E はある種のがん細胞の成長を抑制できる」
・ Fear

can inhibit people from expressing their opinions.

「恐怖は人々が意見を表明するのを妨げる［人々に意見を表明できなくさせる］」

□ erase [iréis] …を消す・消去する〔データ・記録など〕
・ erase

10

the memory of defeat「敗北の記憶を消し去る」
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語法で覚える ― 名詞

1〈名＋前〉の形をとるもの
〔be biased で〕
（…に）偏った
□ bias [báiəs] 傾向〔偏見・えこひいき〕 【動】
・a

bias against / forward young people

「若者に対する偏見［えこひいき］」
・ be

biased toward the government

「政府に好意的［政権寄り］である」

□ ratio [réiʃiòu] 〔複 ratios〕比率・割合

ratio of brain to body size

・ the

「体の大きさに対する脳の比率［割合］」

ratio between profits and incomes

・ the

「利益と収入の比率［割合］」

□ outlook [áutluk] 見通し，考え方・態度

business outlook for next year「来年の景気の見通し」
・ a positive outlook on life「人生にたいする前向きな考え方［態度］」

・ the

□ fraction [frǽkʃən] （ごく）一部，分数
・a

・a

fraction of the total cost「総費用の（ごく）一部」
fraction of a second「ほんの一瞬」

□ hybrid [háibrid] ハイブリッド〔雑種・融合物〕
・ The

Liger is a hybrid of a male lion and a female tiger.

「ライガーはオスのライオンとメスのタイガーの雑種［交配種］である」
・a

hybrid car「ハイブリッド車」

□ compliment [kάːmpləmənt] ほめ言葉・賛辞
【動】[kάːmpləmènt] …をほめる
・ pay

her a compliment on what she’s wearing

「彼女が着ているものについてほめる」
・ He

complimented her on what she was wearing.

「彼は彼女が着ているものについて彼女をほめた」

12

● Level 7
〔～ s で〕悲しい出来事［状況］
□ sorrow [sάːrou] 悲しみ，
・ feel

deep sorrow at the loss of the innocent people

「罪のない人々の生命が失われたことへの深い悲しみを覚える」

□ breakdown [bréikdaun] 崩壊・破綻・決裂・故障，内訳・明細
・a

・a

breakdown of law and order「法と秩序の崩壊」
breakdown in negotiations between Ukraine and Russia

「ウクライナとロシアの交渉の決裂」

budget is a breakdown of how you spend your money.

・A

「予算とはどのように金を使うかの内訳［明細］である」

□ grief [gríːf] 深い悲しみ
・ be

overcome with grief at his mother’s death

「（彼の）母の死に対する深い悲しみに打ちのめされている」

□ remedy [rémədi] 改善［解決］策，治療（法・薬）
【動】…を改善［解決］する
・ There

is a remedy for everything except death.

「死以外はすべてのことの解決策がある」
・a

remedy for headaches「頭痛の治療薬［法］」

（人）に合図［情報］を与える
□ cue [kjúː] 合図・きっかけ 【動】
・a
・a

cue for an action「行動の合図［きっかけ］」
cue to start speaking「話しを始める合図［話し始めるきっかけ］」

□ addiction [ədíkʃən] 中毒・依存症
・ addiction

to mobile phones「携帯電話中毒［依存症］」

□ criterion [kraitíəriən] 〔複 criteria〕基準〔判断・評価の〕
・ the

criteria for determining brain death

「脳死を判定する（ための）基準」
〔※複数形がふつう〕

□ defect [díːfekt] 欠陥
・a

defect in the car’s air bag system

「車のエアーバック（システム）の欠陥」

（相続）遺産
□ legacy [légəsi] 遺産・遺物〔過去の出来事が残したもの〕，
・ the

legacy of the Cold War「冷戦の遺物［冷戦が残したもの］」
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□ treaty [tríːti] 条約・協定〔国家間の〕
・ the

treaty on the limitation of nuclear weapons

「核兵器の制限に関する条約」

□ hazard [hǽzə(r)d] 危険（因子・要素）
・a

hazard to the environment and to human health

「環境と人の健康への危険因子［要素］」
・ the

health hazards of smoking「健康への喫煙の危険［性］」

□ obsession [əbséʃən] （異常な）執着・強迫観念
・ girls’

obsession with slim bodies

「女子のスリムなボディへの執着［強迫観念］」

□ outbreak [áutbreik] 勃発・発生
・ an

outbreak of deadly influenza「致死的なインフルエンザの発生」

□ orientation [ɔ`ːriəntéiʃən] 志向性・方向性・信条，オリエンテーション〔入
門・職業・進路指導〕

orientation toward independence「独立への志向性」
・ an orientation for new students「新入生のためのオリエンテーション」

・ an

□ collaboration [kəlæ`bəréiʃən] コラボレーション〔協力・共同制作〕，共同
作品・合作
・ collaboration

between amateurs and professionals

「アマチュアとプロのコラボレーション」

research was accomplished in collaboration with his
colleagues.「この研究は彼の同僚との共同作業で成し遂げられた」

・ This

□ cluster [klʌ́stə(r)] 群れ・集団，房〔花・果実など〕
・a

large cluster of galaxies「大きな銀河集団」
・ in clusters「群れを成して ・ 密集して」
□ bunch [bʌ́ntʃ] 多数・大量，束・房〔花・かぎ・ぶどうなど〕

her a bunch of questions「彼女にたくさんの質問をする」
・ a bunch of roses/grapes「バラの一束／ブドウの一房」
・ ask

□ stack [stǽk] 積み重ね・山 【動】…を積み重ねる
・a

stack of files on the desk「机の上のファイルの山」

□ correlation [kɔ`ː(r)əléiʃən] 相互関係・相関関係
・a

clear correlation between carbon dioxide emissions and
global warming

「二酸化炭素の排出と地球温暖化の明白な相関関係」
（食べ物の）食感
□ texture [tékstʃə(r)] （物の）触感・質感，
・ the

smooth texture of silk「シルクの滑らかな手触り」

2〈名＋ that〉の形をとるもの
□ coincidence [kouínsədəns] 偶然の一致
・ It

was pure coincidence that we were on the same train.

「私たちが同じ列車に乗っていたのはまったくの偶然（の一致）だった」

・ By

coincidence, I came across the building.

「偶然にも，私がそのビルにやってきた」

□ consensus [kənsénsəs] 意見の一致
・ reach

a consensus on the issue

「その問題について意見の一致に達する」
・a

broad consensus that government spending should be cut

「政府の支出は削減すべきだという幅広い意見の一致」

□ paradox [pǽrədɑ̀ːks] 矛盾〔事・状態〕・逆説

a paradox that the richer the country becomes, the wider
the gap between rich and poor.

・ It’s

「国が豊かになるほど貧富の差が広くなるというのは矛盾だ」
・a

paradox of modern technology「現代科学の矛盾」

〔～ s で〕敷地〔建物と土地〕
□ premise [prémis] 前提，

based on the premise that an accused person is innocent
until they are proved guilty

・ be

「有罪が立証されるまで被告は無罪であるという前提に基づく」
・ No

smoking is allowed on the premises.

「敷地内での喫煙禁止」

□ superstition [sùːpərstíʃən] 迷信

old superstition that breaking a mirror would bring bad
luck

・ an

「鏡を割ると不幸を招くという古い迷信」
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3〈前＋名（＋前）〉の形で覚えるもの

4〈動＋名〉の形で覚えるもの

□ chaos [kéiɑːs] 混沌・大混乱

□ hypothesis [haipάːɵəsis] 〔複 hypotheses〕仮説

・ be

in total chaos「完全な混乱状態にある」

□ dilemma [dəlémə] ジレンマ・板挟み
・ be

caught in a dilemma

「ジレンマに陥っている［板挟みになっている］」
（⇔ surplus）
□ deficit [défəsit] 赤字〔会計〕
・ The

country’s trade balance is in deficit.

「その国の貿易収支は赤字である」
・a

trade deficit「貿易赤字」

（⇔ deficit），余剰 【形】余分の
□ surplus [sə́ː(r)plʌs] 黒字〔会計〕
・ The

country’s trade balance is in surplus.

「その国の貿易収支は黒字である」

trade surplus「貿易黒字」
・ a surplus of labor「労働力の余剰」
・a

□ scope

[skóup] 範囲，機会・余地

・ within/beyound

the scope of responsibility

「責任範囲内［外］で」

remains scope for improvement.

・ There

「改良の余地が残っている」
〔～ s で〕ある高度の場所
□ altitude [ǽltətùːd] 高度・標高，
・ live

at an altitude of over 4,000 metres

「4,000 メートル以上の標高に住む」
・ fly

at high/low altitudes「高所［低空］を飛ぶ」

（…に）従って・のっとっ
□ accordance [əkɔ́ː(r)dns] 〔in accordance with で〕
て〔規則・制度など〕
・ carry

out the work in accordance with the contract

「その仕事を契約にのっとって実行する」

□ haste [héist] 大急ぎ〔hurry の堅い語〕
・ return

home in haste「大急ぎで家に帰る」

・ confirm

□ prey [préi] 獲物・えじき
・ hunt

its prey in darkness「暗闇で獲物を狩る」

□ dialect [dáiəlèkt] 方言・…弁
・ speak

the Tohoku dialect「東北弁を話す」

□ trash [trǽʃ] ごみ・くず（＝ garbage）
・ take

the trash out「（ごみ収集場に）ごみを出す」

□ consent [kənsént] 承諾・同意 【動】承諾する・同意する
・ give

his consent to his daughter’s marriage

「（彼の）娘の結婚に承諾を与える」
・ consented

to her son’s marriage「（彼女の）息子の結婚を承諾する」

□ destiny [déstəni] 運命・宿命
・ control

my own destiny「自分の運命を（自分で）支配する」

□ diagnosis [dàiəgnóusis] 〔複 diagnoses〕診断〔病気・問題の原因などの〕
・ make

a diagnosis of cancer「がんの診断をする［がんと診断する］」

□ legislation [lèdʒəsléiʃən] 法律・立法
・ pass

legislation permitting collective self-defense

「集団的自衛を許す法律を通過させる［成立させる］」

□ glimpse [glímps] 一瞬見る［見える］こと 【動】…を一瞬見る
・ catch

a glimpse of Yeti「イェティ（雪男）を一瞬見る」

□ flame [fléim] 炎 【動】赤々と燃える（＝ flame up）
・ crash

and burst into flames「衝突して一気に燃え上がる」

□ funeral [fjúːnərəl] 葬式・葬儀
・ attend

the funeral of my grandfather「祖父の葬儀に参列する」

□ pension [pénʃən] 年金
・ receive

16

a hypothesis「仮説を立証する」

a pension from the age of 67「67 歳から年金を受け取る」
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□ tuition [tuíʃən] 授業料（＝ tuition fees），指導・教授〔個人・少人数への〕
・ pay

his tuition (fees) by working part-time

「アルバイトをして授業料を払う」

□ housework [háuswəː(r)k] 家事
・ Husbands

should do more housework.

「夫たちはもっと家事をすべきだ」

□ breakthrough [bréikɵruː] 大発見〔研究などの〕
・ make/achieve

a great breakthrough in their research

「
（彼らの）研究で大発見をする」

□ intuition [ìntuíʃən] 直感
・ Trust

your intuition and take action.

「自分の直感を信じて行動を起こしなさい」

□ overtime [óuvərtàim] 残業時間，残業手当
・ work

overtime until late at night「夜遅くまで残業をする」

〔※ overtime を副詞とみることもできる〕

□ questionnaire
・ fill

[kwèstʃənéə(r)] アンケート用紙

out/in a questionnaire about the store’s service

「店のサービスについてのアンケート（用紙）に記入する」

□ nightmare [náitmeə(r)] 悪夢（のような状況）
・ have

a nightmare about falling into a hole

「穴に落ちる（という）悪夢を見る」

□ lottery [lάːtəri] 宝くじ，くじ引き
・ win

the lottery for a hundred million yen

「1 億円の宝くじが当たる」
・ by

lottery「くじ引き［抽選］で」

3 語法で覚える ― 形容詞
1〈be ＋形＋前（＋ doing）〉の形をとるもの
□ optimistic [ɑ̀ːptəmístik] 楽観的な・楽天的な
・ be

optimistic about the prospects for civil society

「市民社会（実現）の可能性について楽観的である」

□ bilingual [bailíŋgwəl] バイリンガルの〔2 言語使用の〕
【名】バイリンガル〔2 言語を使用する人〕
・ be

bilingual in English and Japanese

「英語と日本語のバイリンガルである」

□ immune [imjúːn] 免疫の（ある），影響を受けない
・ be

・ be

immune to the disease「その病気に免疫がある」
immune to outside pressures

「外部（から）の圧力に影響を受けない」
・ the

immune system「免疫システム」

□ indispensable [ìndispénsəbəl] 不可欠な・必須の
・ be

indispensable for our daily lives

「我々の日常生活に不可欠である」

□ sacred [séikrid] 神聖な・かけがえのない
・ be

sacred to the tribe in the area

「その地域の部族にとって神聖なものである」
・a

sacred site「神聖な場所」

□ hostile [hάːstl] 敵意のある
・ be

hostile to other ethnic groups

「他の民族に敵意をもっている」

□ inherent [inhíərənt] （物・事に）本来備わっている・固有の〔性質・要素など〕
・ be

inherent in human nature

「人間性に本来備わっている［固有のものである］」

18

19

Strategy Plus 2000

● Level 7

□ pessimistic [pèsəmístik] 悲観的な
・ be

pessimistic about the current economic situation

「現在の経済状況について悲観的である」
・a

pessimistic view「悲観的な考え［意見］」

□ indigenous [indídʒənəs] （土地）固有の〔人・文化・動植物など〕
・ Macadamia

is indigenous to Australia.

・ indigenous

culture of Australia

2〈be ＋形＋ to do〉の形をとるもの
□ apt [ǽpt] 〔be apt to do で〕…しがちで
・ People

□ absurd [əbsə́ː(r)d] ばかげた

was absurd of me to believe such a story.

「マカダミアはオーストラリア固有［原産］である」

・ It

「オーストラリア固有の［土着の］文化」

・ an

□ skeptical [sképtikəl] 懐疑的な・疑い深い
・ be

skeptical of received wisdom

「これまでの常識に懐疑的である［常識を疑いをもって見る］」
・ with

skeptical eyes「懐疑的な［疑うような］目で」

□ susceptible [səséptəbəl] 影響［損傷］を受けやすい，
感染しやすい〔病気に〕
・ be

susceptible to heat and sunlight

「熱と太陽光に弱い［損傷を受けやすい］」
・ be

susceptible to colds「かぜをひきやすい」

□ jealous [dʒéləs] 嫉妬した，嫉妬深い
・ be

jealous of what others have

「他人がもっているものを嫉妬する［ねたむ］」
・a

jealous husband/wife「嫉妬深い夫［妻］」

□ furious [fjúəriəs] 激怒した，猛烈な
・ be

furious at the court’s decision「判決に激怒する」
・ be furious at him for making such comments
「そのようなコメントをしたことで彼に激怒している」
・a

furious criticism against the press「新聞への猛烈な批判」

□ punctual [pʌ́ŋktʃuəl] 時間［期限］を守る
・ be

punctual in leaving and arriving「時間通りに出発 ・ 到着する」
・ punctual payment「期日どおりの支払い」

are apt to blame others for their own mistakes.

「人は自分の間違いについて他人を非難しがちである」

「そんな話を信じた私はばかだった」

absurd idea「ばかげた考え」

3〈形＋名〉の形で覚えるもの
□ verbal [və́ː(r)bəl] 口頭の・言葉の
・ verbal

・ verbal

communication「口頭での［言葉による］コミュニケーション」
skills「言葉の技術［語学力］」

□ abundant [əbʌ́ndənt] 豊富な
・ an

abundant supply of food「豊富な食糧供給（量）」

□ chronic [krάːnik] 慢性の・慢性的な〔病気・社会問題など〕
・ chronic

・a

back pain「慢性的な腰痛」
chronic shortage of workers「慢性的な労働者不足」

□ grammatical [grəmǽtikəl] 文法（上）の，文法的に正しい
・ grammatical

・a

errors「文法上の誤り」
grammatical sentence「文法的に正しい文」

□ subsequent [sʌ́bsəkwənt] その後の・以降の〔時間〕
・ subsequent

events「その後の出来事」

□ trivial [tríviəl] 些細な
・a

trivial problem「些細な［取るに足りない］問題」

□ overwhelming [òuvərwélmiŋ] 圧倒的な・抑えがたい〔数・量・勢い・感情
など〕

・ an

overwhelming desire to kiss her

「彼女にキスしたいという抑えがたい欲求」
・ an

20

overwhelming majority「圧倒的多数」
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□ toxic [tάːksik] 有毒な
・ toxic

chemicals「有毒な化学物質」

□ ongoing [ɔ́ːngòuiŋ] 継続中の・進行中の
・ ongoing

negotiations「継続中の交渉」

□ vertical [və́ː(r)tikəl] 垂直の
・a

vertical line「垂直線」

□ vivid [vívid] 鮮明な・生き生きとした〔記憶・夢・描写などが〕
・ vivid

memories of my childhood

「子どものころの鮮明な記憶」

□ portable [pɔ́ː(r)təbəl] ポータブルの〔携帯できる〕
・a

portable DVD player「ポータブル DVD プレーヤー」

□ hard-working [hɑ̀ː(r)dwə́ː(r)kiŋ] 勤勉な
・a

hard-working employee「勤勉な従業員」

□ magnetic [mægnétik] 磁気の・磁気による
・ magnetic

force「磁力」

（姿・形が）ぼんやりとした
□ dim [dím] 薄暗い，
【動】薄暗くなる，
（希望・記憶などが）薄らぐ
・ the

dim light of a candle「ろうそくの薄暗い明かり」

□ eternal [itə́ː(r)nl] 永遠の・永久の
・ eternal

life of love「愛の永遠の命」

□ conspicuous [kənspíkjuəs] 目立つ・際立った
・a

conspicuous feature of modern life

「現代生活の際立った［大きな］特徴」

4 多様な意味を覚える
1動

詞

□ thrive [ɵráiv] 成長する〔植物・子どもなどが〕，繁栄する〔人・事業などが〕，
・a

plant that thrives in the cold climate

「寒い気候で成長［生育］する植物」

・ The

company is thriving in spite of the recession.

「その会社は不況にもかかわらず繁栄［繁盛］している」

□ foster [fɔ́ːstə(r)] …を育成する・促進する〔技術・能力・感情など〕
【形】
〔foster ... で〕里…
・ foster

students’ creativity「生徒の創造性を育成する」
parents「里親」

・ foster

□ devastate [dévəstèit] …を壊滅させる〔場所・経済など〕，
…を打ちのめす〔悲しみなどが人を〕
・ devastate
・ be

the economy of the country「国の経済を壊滅させる」
devastated by the news of his engagement

「彼の婚約の知らせに打ちのめされる」

□ attain [ətéin] …を達成する・獲得する〔目標・地位など〕，
…に到達する〔水準・規模など〕
・ attain

・ attain

a position of responsibility「責任ある地位を獲得する［に就く］」
a maximum speed of 500 kilometers an hour

「最大速力時速 200km に達する」

□ click [klík] カチッと鳴る［鳴らす］，クリックする〔コンピュータで〕
【名】カチッという音，クリック
・ The

door clicked shut.「カチャッといってドアが閉まった」
(on) "OK" button「OK ボタンをクリックする」

・ click

□ revive [riváiv] （人／物・事）を生き返らせる・復活させる，
（人／物・事が）生き返る・復活する
・ The

photo revived memories of my childhood.

「その写真は私の子供時代の記憶をよみがえらせた［思い出させた］」
・ revive

22

traditional customs「伝統的な習慣［風習］を復活させる」
23

Strategy Plus 2000

● Level 7

□ tolerate [tάːlərèit] …を容認する・大目に見る〔人・言動など〕，
…に耐える〔困難など〕
（＝ put up with）
・ tolerate
・ plants

rude behavior「失礼な態度を容認する［大目に見る］」
that tolerate dry conditions「乾燥状態に耐える植物」

□ violate [váiəlèit] …に違反する〔法律・契約など〕，
…を侵害する〔権利・プライバシーなど〕
・ violate
・ violate

an international agreement「国際協定に違反する」
the right to privacy

「プライバシーへの［を守る］権利を侵害する」

□ navigate [nǽvəgèit] …を誘導する〔車・船・飛行機など〕，
…を航海［航行］する〔場所・（比喩的に）困難な状況〕
・ navigate
・ navigate

〔針路を決めることを言う〕
a ship「船を誘導する［舵をとる］」
our way through difficulties and challenges

「困難や課題を航行する「通り抜ける」
（どさっと）下ろす〔ごみ・荷物など〕 【名】
□ dump [dʌ́mp] …を（投げ）捨てる・
（ごみ）捨て場
・ dump

・a

ocean「ごみを海に捨てる［投棄する］」

garbage in the
garbage dump「ごみ捨て場」

□ accommodate [əkάːmədèit] …を宿泊させる・収容する〔建物・乗り物な
（…に）適応する・順応する
どが〕，
・ Queen

Mary 2 can accommodate 2,620 passengers.

「クイーン ・ メリー２号は 2,620 名の乗客を収容できる［定員 2620 である］」
・ accommodate

to new circumstances「新しい環境に適応［順応］する」

□ leak [líːk] 漏れる〔容器・液体・秘密などが〕，…を漏らす〔容器など・人が〕
【名】漏れ（口），
（情報などの）漏洩
・ Water

is leaking from [out of] the bucket.

「水がバケツから漏れている」
・ The

bucket is leaking water.

□ roar [rɔ́ː(r)] ほえる；うなる〔動物・波・風など〕，轟音を立てる（立てて走る）
〔エンジン・車など〕，どなる〔人〕 【名】ほえ声，とどろく音，轟音
・ The
・ The

wind is roaring.「風がうなっている」
engines roared.「エンジンが轟音を立てた」

□ surge [sə́ː(r)dʒ] 押し寄せる〔人・波など〕，急増［急騰］する
【名】急増・急騰
・ The

crowd of fans surged into the stadium.

「大勢のファンがスタジアムに押し寄せた」
・ Oil

prices surged.「石油の価格が急騰した」

□ overtake [òuvərtéik]〔overtook - overtaken〕 …を追い越す・上回る〔速度・
成績・性能などで〕
〔catch up with の堅い語〕

・ overtake
・ Android

a truck「トラックを追い越す」
phones overtook iPhones in popularity.

「アンドロイド携帯が iPhone を人気の面で追い越した」

□ grind [gráind]〔ground - ground〕 …をひく〔粉にする〕，…を磨く・研ぐ（＝
grind up）

・ grind

・ grind

coffee beans「コーヒー豆をひく」
a lens「レンズを磨く」

□ snap [snǽp] …を（ポキン・プツンと）折る，折れる，…を鳴らす，
…の（スナップ）写真を撮る
・ snap

・ The

the twig in two「小枝を（ポキンと）二つに折る」
tanker snapped in half and sank.

「タンカーは二つに折れ，沈んだ」
・ snap

the door shut「ドアをバタンと（鳴らして）閉める」

□ penetrate [pénətrèit] …を貫通する，…に侵入［浸透］する
・ penetrate
・ penetrate

the wall「壁を貫通する」
into the wall「壁に侵入する［入り込む］」

「バケツが水を漏らしている［バケツが漏れている］」
・ leak

information to the press「マスコミに情報を漏らす」

（表情などが）…を暴露する・さ
□ betray [bitréi] …を裏切る〔人・国・信頼など〕，
らけ出す〔感情・情報など〕
・ He

・ His

24

betrayed me [my trust].「彼は私［私の信頼］を裏切った」
face betrayed his anger.「彼の顔が彼の怒りをあらわにしていた」
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2名

詞

・ Thousands

〔～ s で〕規範
□ norm [nɔ́ː(r)m] 〔the ～で〕標準（の状態），
・ Mobile

phones are the norm in today’s world.

「携帯は現代世界では標準［当たり前］である」

・ conform

to social norms「社会的規範に従う［適合する］」

□ fake [féik] 偽物・模造品 【形】偽の・偽造の〔宝飾品など〕
【動】…のふりをする〔病気・感情など〕，…を偽造する

cheap fake「安っぽい偽物」
・ fake jewels「偽の宝石類」
・ fake illness to skip school
・a

「学校をサボるために病気のふりをする［仮病を使う］」
（＝ summit conference）
□ summit [sʌ́mit] 頂上，サミット〔首脳会議〕
・ reach

the summit of Mount Everest

「エベレストの頂上に達する［登頂に成功する］」
・ the

UN Earth Summit「国連地球サミット」

〔周囲と異なっている個所・斑点など〕，パッチ・継
□ patch [pǽtʃ] 一部分［区画］
ぎ〔衣服などの〕 【動】…を修復する〔穴などにパッチを当てる〕

black cat with white patches「白い斑点のある黒猫」
・ a jacket with patches on the elbows
・a

「ひじにパッチのついた［ひじ当てつき］ジャケット」
・ patch

a hole in the wall「壁の穴にパッチを当てる［ふさぐ］」

□ rear [ríə(r)] 〔the ～で〕後部・背後 【形】後部の
【動】…を育てる〔子ども・動物など〕
（＝ raise）

seat in the rear of the theater「劇場の後部［後ろのほう］の席」
rear entrance「後部入り口」
・ rear children in the country「田舎で子どもを育てる」

・a

・ the

□ stake [stéik] 〔～ s で〕賭け（金），出資金・株，利害（関係），
〔at stake で〕危険にさらされて 【動】賭ける
・a

game with high stakes

「高い賭け金のゲーム［大ばくち］」
〔比喩的にも使う〕

・ have

a 30 percent stake in the company

「その会社に 30 ％出資している［株をもっている］」
・ have

a stake in the company’s success

「その会社の成功に利害関係がある」
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● Level 7

of lives are at stake.

「何千もの人命が危険にさらされている［かかっている］」

□ script [skrípt] 台本・脚本〔映画・演劇など〕，手書き（文字）
【動】…の台本［原稿］を書く
・a
・a

movie script「映画の台本［脚本］」
movie scripted by Oliver Stone「オリバーストーン脚本の映画」

□ domain [douméin] 分野・領域〔学問・活動などの〕
・ the

・ the

domain of computer science「コンピュータ科学の分野［領域］」
〔著作権などが消滅したり放棄されたもの［状
public domain「共有財産」

態］〕

□ format [fɔ́ː(r)mæt] 構成・方式・書式〔番組・会議・文書などの〕，体裁・形式
〔書籍・データなどの〕 【動】…をフォーマットする〔書式を設定する〕
・ be

written in a question and answer format

「Q&A 構成［方式］で書かれている」

・ save

a document in Word format

「ワード形式で文書を保存する」
・ format

a disk「ディスクをフォーマットする」

□ spark [spάː(r)k] 火花・火の粉〔火・電気の〕，ひらめき〔才知などの〕，
〔a apark of で〕わずかな光〔比喩的にも使う〕 【動】…を引き起こす
・ sparks

from the fire「火事の火の粉」
spark of intelligence「知性のひらめき」
・ a spark of hope「希望のわずかな光」
・a

□ margin [mάː(r)dʒin] 余白〔ページの〕，差〔票・得点などの〕，
利ざや（＝ profit margin）

written in the margin「余白に書かれたメモ」
by a wide/narrow margin「大差［僅差（きんさ）］で勝つ」
・ make a large (profit) margin「大きな利ざやを稼ぐ」
・ notes
・ win

□ thread [ɵréd] 糸，筋道・脈絡〔議論・話などの〕
・a

thin thread「細い糸」
the thread of the conversation「議論の筋道を見失う」

・ lose

〔単数形で〕貴重［有用］なもの［人］
□ asset [ǽset] 〔～ s で〕資産・財産，
・ the

・ She

value of corporate assets「法人資産の価値」
is an asset to our company.「彼女はわが社の宝だ」
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〔the ～で〕構造・骨組み〔建物・社会などの〕
□ fabric [fǽbrik] 織物・布地，
・a

silk/cotton fabric「絹［綿］織物」
fabric of society「社会構造［基盤］」

・ the

□ fragment [frǽgmənt] 破片・かけら，断片〔文章・話などの〕
・ glass

fragments「ガラスの破片」
of information「情報の断片」

・ fragments

□ rage [réidʒ] 激怒 【動】激しく続く〔あらし・戦い・論争などが〕，
（…に）激怒する

into a rage「激怒する［かっとなる］」
・ A storm is raging.「あらしが激しく続いている［猛威を振るっている］」

・ fly

□ glow [glóu] 輝き・ほのかな光 【動】輝く〔ほのかな光を放つ〕

glow of the moon「月のほのかな光」
・ There was a glow in her eyes.「彼女の眼には輝きがあった」
・ She [Her face] was glowing with happiness.
・ the

● Level 7
・a

flaw in the software「ソフトウエアの欠陥」

□ chamber [tʃéimbə(r)] 部屋・室〔特定の目的のもの〕，議会

pumping chamber「ポンプ室」
music「室内楽」
（＝ the upper/lower house）
・ the upper/lower chamber「上［下］院」
・ chamber of commerce「商工会議所」
・a

・ chamber

□ archive [άː(r)kaiv] 〔～ s で〕記録文書・公文書（保管所），アーカイブ〔コンピ
ュータの圧縮ファイル〕 【動】…を保存する〔文書・資料など〕
・ The

archives contain over 10 million documents.

「そのアーカイブ［記録文書］は 1000 万以上の文書を含んでいる」
・ the

National Archives of Japan「（日本）国立公文書館」

〔at the mercy of で〕
（…の）なすがままに
□ mercy [mə́ː(r)si] 慈悲・情け，
・ beg

・ drift

for mercy「慈悲を請う」
at the mercy of the storm「嵐のなすがままに漂う」

「彼女［彼女の顔］は幸せで輝いていた」
〔～ s で〕礼儀作法，猶予〔支払いなどの〕
□ grace [gréis] 優雅さ，

with grace「優雅に踊る」
good social graces

・ dance
・ have

「立派な社交上の作法［たしなみ］を身につけている」
・a

day’s/week’s grace「1 日［1 週間］の猶予」

〔心・権力・政治など〕，
□ vacuum [vǽkjuːm] 真空（状態），空白（状態）
（掃除機で）掃除する
掃除機（＝ vacuum cleaner） 【動】
・ Light

travels through a vacuum at about 300,000 km/s.

「光は真空中を 30 万 km/s で進む［伝わる］」
・ create

a power vacuum in the country

「その国に権力の空白を生み出す」
〔metaphor for で〕…の象徴
□ metaphor [métəfɔ`ː(r)] 比喩〔隠喩〕，
・ use

・ The

a metaphor in a speech「スピーチの中で比喩を使う」
rose is used as a metaphor for love.

「バラは愛の象徴として使われている」

□ flaw [flɔ́ː] 傷・ひび〔陶器・宝石などの〕，欠陥・不備〔製品・文書・性格などの〕
（＝ defect）

・a
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flaw in the glass「グラスの傷［ひび］」
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3 形容詞
□ elaborate [ilǽbərit] 手の込んだ・精巧な・入念な〔デザイン・計画などが〕
【動】[ilǽbərèit] 詳しく述べる

elaborate design「手の込んだ［精巧な］デザイン」
・ an elaborate plan「入念な［緻密な］計画」
・ Could you elaborate on your proposal?
・ an

「あなたの提案について詳しく説明してもらえませんか」

□ moderate [mάːdərit] 適度の・ ほどほどの〔温度・速度・数量・程度など〕
【動】[mάːdərèit] …を和らげる，和らぐ
・ moderate

exercise「適度な運動」
・ The workers moderated their demands.
「労働者たちは要求を和らげた」

□ alien [éiliən] なじみのない・未知の，外国の・地球外の
・ The

concept of democracy is alien to them.

「民主主義という概念は彼らにはなじみがない［未知のものである］」
・ an

alien life form「地球外生命体」

□ exotic [igzάːtik] 風変わりな・異国情緒の，外来の〔動植物など〕
・ an
・ an

exotic atmosphere「異国情緒」
exotic fish/plant「外来魚［植物］」

□ intimate [íntəmit] 親しみやすい・くつろげる，親密な

intimate atmosphere「親しみやすい［くつろいだ］雰囲気」
・ an intimate relationship「親密な関係」
・ an

□ obscure [əbskjúə(r)] 世に知られていない・無名の〔人・事・場所などが〕，
あいまいな，わかりにくい〔言葉・表現などが〕
【動】…を見えなくする・わかりにくくする〔姿・事実など〕

obscure writer「無名の作家」
obscure sentence「あいまいな［わかりにくい］文」
・ obscure the issue「問題点を見えなく［わかりにくく］する」

・ an
・ an

□ rigid [rídʒid] 厳格な・融通性のない〔人・行為・規則・考え方など〕，
硬直した・堅い〔物〕
・ rigid

・ rigid
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discipline「厳格な規律」
plastic「硬質プラスチック」

● Level 7

□ sour [sáuə(r)] すっぱい，不機嫌［不愉快］な〔人・表情・言葉などが〕
【動】…を悪化させる・悪化する
・a
・a

sour apple「すっぱいリンゴ」
sour face「不機嫌な顔」

□ nasty [nǽsti] 不快な・いやな〔物・事〕，意地の悪い〔人・言動が〕
・a

・a

nasty taste/smell「不快な味［におい］」
nasty remark「意地悪な言葉」

□ utter [ʌ́tə(r)] まったくの・完全な 【動】…を発する〔叫び声・言葉など〕
・ She

・ She

sat in utter silence.「彼女は完全な沈黙のまま座った」
didn’t utter a single word.「彼女は一言も言葉を発しなかった」

□ crude [krúːd] 天然のままの・精製していない，粗末な・粗い
・ crude

・a

oil「原油」
crude wooden table「粗末な木製のテーブル」

□ handsome [hǽnsəm] ハンサムな〔男性〕，きりっとした〔女性〕，かなり
の〔金額〕

handsome man「ハンサムな男性」
handsome woman「きりっとした女性」
・ make a handsome profit「かなりの利益を上げる」

・a

・a

□ faint [féint] かすかな〔光・におい・記憶・希望など〕 【動】気絶する 【名】気絶

faint glow of a lamp「ランプのかすかな光」
faint smile「かすかな笑み」
・ faint at the sight of blood「血を見て気絶［卒倒］する」
・a

・a

□ diligent [dílədʒənt] 勤勉な〔人〕，入念な〔仕事など〕
・a

・a

diligent student「勤勉な学生」
diligent work「入念な［熱心な］仕事」

□ slim [slím] スリムな・ほっそりした〔人・体など〕，わずかな〔可能性・差など〕
・a
・a

slim young woman「スリムな若い女性」
slim possibility「わずかな可能性」

（収入が）税込みで
□ gross [gróus] 総計の〔収入・利益など〕 【副】
【名】グロス〔12 ダース〕
・a

gross profit of $50,000「5 万ドルの総利益」
$50,000 gross「税込で 5 万ドルかせぐ［収入がある］」

・ earn
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● Level 7

□ tidy [táidi] きちんとした・整理［整頓］された〔身なり・考え・部屋など〕
（＝ tidy up）
【動】…を片づける［整頓する］
・a

tidy two-bedroom apartment

「きちんとした［こぎれいな］寝室 2 つのアパート」
・ Tidy

(up) your room!「部屋を片づけなさい！」

□ acute [əkjúːt] 深刻な〔問題など〕，激しい〔痛みなど〕，鋭い〔感覚・知性・角
度など〕

acute shortage of food「深刻な食糧不足」
・ an acute pain「激痛」
・ an acute sense of smell「鋭い嗅覚」
・ an

□ sheer [ʃíə(r)] まったくの〔偶然・幸運・楽しみ・苦しみ〕，とてつもない〔大き
さ・重さ・数・量など〕

・ sheer

luck/chance「まったくの幸運［偶然］」
・ the sheer size of the population「とてつもない大きな［多くの］人口」

□ stubborn [stʌ́bərn] 頑固な〔人・性格・汚れ・風邪など〕，頑強な〔反対・決意
など〕

・a

stubborn
opposition「頑強な反対」

・ stubborn

cold「頑固な［しつこい］風邪」

5 フレーズで覚える
1動

詞

□ install [instɔ́ːl] …を取りつける〔装置・ソフトなど〕
・ install

a security camera「防犯カメラを取りつける」

□ accelerate [əksélərèit] …を加速する〔車・活動・発展など〕
・ accelerate

economic growth「経済成長を加速する」

□ exaggerate [igzǽdʒərèit] …を誇張する
・ exaggerate

the differences between the parties

「政党間の違いを誇張する」

□ flourish [flə́ːriʃ] 繁盛する〔仕事などが〕，よく育つ〔動植物が〕
・ His

business is flourishing.「彼の商売は繁盛している」

□ jog [dʒάːg] ジョギングする
・ go

jogging every morning「毎朝ジョギングに行く」

□ revise [riváiz] …を修正する，改訂する
・ revise

・ the

the construction plan「建設計画を修正［変更］する」
revised edition of the book「その本の改訂版」

□ refresh [rifréʃ] （人・物）をリフレッシュする〔更新する・活性化する〕
・ Refresh

yourself with a shower.

「シャワーででリフレッシュしてください」
・ refresh

my memory by reading notes

「メモを読んで記憶をよみがえらせる」

□ accumulate [əkjúːmjəlèit] …をためる，たまる〔物・金・知識など〕
・ accumulate

data「情報をためる［蓄積する］」

□ conserve [kənsə́ː(r)v] …を保護する〔環境など〕，
…を節約して使う〔資源・エネルギーなど〕
・ conserve
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natural environments「自然環境を保護する」
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● Level 7

□ suppress [səprés] …を抑える・抑圧する〔反乱・活動・感情など〕
・ suppress

the Free Speech Movement

「言論の自由運動を抑圧する」
・ suppress

appetite「食欲を抑える」

□ worship [wə́ː(r)ʃip] …を崇拝する・賛美する
【名】崇拝・賛美〔けなす意味でも使う〕
・ worship

the Sun as God「太陽を神として崇拝する」
・ worship of money「金銭崇拝」

□ regain [rigéin] …を取り戻す・回復する〔権力・体力・健康など〕
・ regain
・ regain

control of the territory「領土の支配（権）を取り戻す」
physical strength after an illness

「病後に体力を取り戻す［回復する］」

□ refine [rifáin] …を洗練させる〔技術など〕
・ refine

the skills of our staff「社員のスキルを洗練させる［磨く］」

□ prolong [prəlɔ́ːŋ] …を（引き）延ばす・長引かせる〔事・期間など〕
・ prolong

life in cancer patients「がん患者の寿命を延ばす」

□ soar [sɔ́ː(r)] 急上昇する〔鳥・飛行機・価格・温度など〕
・ soar

high into the sky「空高く舞い上がる」
・ soar to 40 degrees「40 度に急上昇する」
□ enrich [inrítʃ] …を豊かにする〔生活・経験・味など〕
・ enrich

the life of the nation「国民の生活を豊かにする」

□ contradict [kɑ̀ːntrədíkt] …と矛盾する〔事実・人（の言行）など〕
・ The

two theories contradict each other.

「二つの理論はお互いに矛盾する」

□ nurture [nə́ː(r)tʃə(r)] …を育てる・はぐくむ・育成する〔子ども・関係・感情な
ど〕 【名】養育
・ nurture

・ nurture

a child「子どもを育てる［養育する］」
friendship「友情をはぐくむ」

□ disrupt [disrʌ́pt] …を中断させる・妨げる〔会議・交通・活動など〕
・ Protesters

disrupted a city council meeting.

□ abolish [əbάːliʃ] …を廃止する〔法律・制度・習慣など〕
・ abolish

the death penalty「死刑を廃止する」
nuclear weapons「核兵器を廃絶する」

・ abolish

〔throw
□ discard [diskάː(r)d] …を捨てる・廃棄する〔不用品・考え・習慣など〕
away の堅い語〕

・ discard

prejudice against AIDS「エイズに対する偏見を捨てる」

□ hug [hʌ́g] …を抱き締める・抱きかかえる〔人・物〕 【名】抱擁
・ hug
・ He

each other「抱き合う」
gave her a hug and kissed her cheek.

「彼は彼女を抱きしめ，ほおにキスした」

□ surpass [sərpǽs] …を上回る・超える〔数・量・範囲・程度などで〕
・ The

result surpassed our expectations.

「結果は我々の予想［期待］を上回った」

□ sew [sóu] 〔sewed - sewed/sewn〕…を縫う・縫って作る〔衣服など〕，
…を縫いつける〔ボタンなど〕
・ sew
・ sew

a dress「服を縫う［縫って作る］」
a button on a shirt「シャツにボタンを縫いつける」

□ enlarge [inlάː(r)dʒ] …を大きくする・引き伸ばす・増やす〔建物・写真・語彙・
知識など〕

・ enlarge

・ This

a photo「写真を引き伸ばす」
is the best way to enlarge your vocabulary.

「これが語彙を増やす最善の方法です」

□ transplant [trænsplǽnt] …を移植する〔植物・臓器など〕
【名】[trǽnsplænt] 移植
・ transplant
・a

a heart「心臓を移植する」
heart transplant「心臓移植」

□ arouse [əráuz] …を呼び起こす〔感情・興味など〕
・ arouse

young people’s interest in politics

「若い人たちの政治に対する関心を呼び起こす」

□ distort [distɔ́ː(r)t] …をゆがめる・歪曲する〔物・顔・事実・情報など〕
・ distort

historical facts「史実をゆがめる」

「抗議する人たちが市議会を中断させた［妨げた］」
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□ bully [búli] …をいじめる 【名】いじめっ子〔※「いじめ」は bullying〕
・ be

bullied at school「学校でいじめられる」

□ chill [tʃíl] …を冷やす・冷える 【名】冷たさ，寒け
・ chill

a glass「グラスを冷やす」
・ a chill in the air「空気の冷たさ［肌寒さ］」
□ disregard [dìsrigάː(r)d] …を無視する 【名】無視
・ He

disregarded his father’s advice.「彼は父親の助言を無視した」

□ unify [júːnəfài] …を統一する・統合する
・ unify

the general theory of relativity and quantum theory

「相対性理論と量子論を統一する」
〔＊ quantum「量子」〕

□ stun [stʌ́n] （人）をぼう然とさせる，気絶させる
・ be

stunned by the disaster「その災害に（あって）呆然とする」

□ evaporate [ivǽpərèit] 蒸発する，…を蒸発させる，消える〔感情など〕
・ 2.64

pounds of water evaporated per hour.

「毎時 2.64 ポンドの水が蒸発した」
（野菜・果物などの）皮
□ peel [píːl] …の皮をむく〔野菜・果物など〕 【名】
・ peel

an orange「オレンジの皮をむく」

□ contaminate [kəntǽmənèit] …を汚染する
・ contaminate

drinking water「飲料水を汚染する」

□ undermine [ʌ́ndərmàin] …を徐々に衰えさせる・弱体化させる
・ undermine

the authority of the central government

「中央政府の権威を弱体化する［揺るがす］」

□ withstand [wiɵstǽnd]〔withstood - withstood〕
（物・人が）…に耐える〔熱・圧力・困難など〕
・ withstand

a high temperature「高温に耐える」

□ mend [ménd] …を修理［修繕・修復］する〔物・関係・事態など〕
・ He

mended his own clothes.

「彼は自分の服を（自分で）修理した［繕った］」

□ cherish [tʃériʃ] …を大事にする〔人・考え・夢など〕
・ cherish

□ hinder [híndə(r)] …を妨げる・遅らせる〔行動・発展など〕
・ hinder

the development of economy

「経済の発展を妨げる［遅らせる］」

2名

詞

□ haven [héivən] 避難所・安息地
・a

haven for wildlife「野生生物の避難所［安息地］」

□ span [spǽn] スパン〔時間・空間の長さ〕 【動】…に及ぶ〔期間・空間・距離〕
・ the

average life span「平均寿命」

□ counterpart [káuntərpɑ̀ː(r)t] カウンターパート〔対応する人［物］〕

foreign minister met with his Australian
counterpart on Monday.

・ Japanese

「日本の外相がオーストラリアのカウンターパート（外相）と月曜に会談した」

□ gravity [grǽvəti] 重力，重大さ〔事の〕
・ the
・ the

gravity of the earth「地球の重力」
gravity of the situation「事態の重大さ」

□ drought [dráut] 干ばつ・日照り続き
・a

long and severe drought「長く深刻な干ばつ」

□ stereotype [stériətàip] ステレオタイプ〔固定観念〕
【動】
（人）をステレオタイプで見る
・ stereotypes

of gender roles「男女の役割についてのステレオタイプ」

□ orbit [ɔ́ː(r)bit] 軌道〔衛星などの〕 【動】…を（軌道を描いて）回る
・ the

Moon’s orbit around the Earth「地球を回る月の軌道」

□ obesity [oubíːsəti] 肥満
・ childhood

obesity「子どもの肥満」

〔飲食物などの〕
□ intake [ínteik] 摂取（量）
・a
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the memories of my school days

「学生時代の思い出を大事にする」

high intake of fat「脂肪の高摂取（量）」
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（特定の分野の）技能・能力
□ literacy [lítərəsi] 読み書き（能力），
・ literacy

rate「識字率」
literacy「コンピュータを使う能力」

・ computer

（人）を（ひどく）疲労させる
□ fatigue [fətíːg] （激しい）疲労〔心身の〕 【動】
・ mental

fatigue「精神的疲労」

□ comprehension [kɑ̀ːmprihénʃən] 理解（力）
・a

reading comprehension「読解力（テスト）」

□ epidemic [èpədémik] 流行・まん延〔思想・風俗などの〕，伝染病
・a

flu epidemic / an epidemic of flu「インフルエンザの流行」

〔※ pandemic「全国的［世界的］流行」〕

□ famine [fǽmin] 飢饉（ききん）
・A

long drought caused a severe famine.

「長い干ばつが厳しい飢饉をもたらした」

□ infrastructure [ínfrəstrʌ`ktʃə(r)] インフラ・社会基盤〔水道・電気・鉄道な
ど社会の基盤となる施設〕

・ develop

the infrastructure of the country「国のインフラを整備する」

□ commodity [kəmάːdəti] 商品，産物
・ commodity

・ agricultural

prices / prices of commodities「物価」
commodities such as wheat, corn, and soybeans

「小麦，トウモロコシ，ダイズなどの農産物」

□ herd [hə́ː(r)d] 群れ〔牛・馬・象・鹿など大型の動物〕
・a

herd of cattle「牛の群れ」

□ triumph [tráiəmf] （大）勝利・（大）成功 【動】勝利［成功］を収める

triumph of democracy「民主主義の勝利」
・ triumph over disease「病気に打ち勝つ［克服する］」
・a

（人の）死ぬ運命〔死を免れないこと〕
□ mortality [mɔː(r)tǽləti] 死亡数［率］，
・ infant

mortality (rate)「乳児死亡率」

〔特定の社会・集団のものを言う。個
□ etiquette [étikit] エチケット〔礼儀作法〕
人の礼儀作法は manner(s)〕

・ business
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etiquette「ビジネスエチケット［マナー］」

□ monument [mάːnjəmənt] 記念碑・記念物
・a

monument to tsunami victims

「津波犠牲者のための記念碑［慰霊碑］」
〔be
□ handicap [hǽndikæ`p] ハンディキャップ〔不利な条件〕 【動】
handicapped で〕不利な条件を負っている

speaking English is a handicap.

・ Not

「英語を話せないのはハンデ［不利］だ」

□ dose [dóus] （1 回分の）服用量〔薬〕，用量〔薬品・放射線など〕
・a

daily dose of medicine「毎日飲む薬の服用量」

□ posture [pάːstʃə(r)] 姿勢〔体・精神的な〕

a good posture「よい姿勢を保つ」
defensive posture「防御姿勢」

・ keep

・a

□ intervention [ìntərvénʃən] 介入・干渉，仲裁
・ intervention

in the conflict「紛争への介入」

（食用の肉は meet），果肉・葉肉〔果物・野菜の〕
□ flesh [fléʃ] 肉〔人・動物の〕
・a

flesh-eating animal「肉食獣」

□ draft [drǽft] 下書き・草稿 【動】…の下書き［草稿］を書く
【形】下書きの
・a

first/final draft「第一草稿［最終稿］」
a speech「スピーチの草稿を書く」

・ draft

□ chore [tʃɔ́ː(r)] （日常の）雑事〔毎日のきまった仕事〕
・ share

household chores「家事を分担する」

□ realm [rélm] 領域・分野〔学問・思想などの〕
・ the

realm of natural science「自然科学の領域［分野］」

（業務）遂行
□ transaction [trænzǽkʃən] 取引，
・ financial

transactions「金融取引」

□ entity [éntəti] 存在・実体〔個として存在するもの〕
・ The

mind and body are not separate, but single entity.

「心と体は別個のものではなく，一つの存在である」
・a

separate entity「独立した［別個の］もの」
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□ stripe [stráip] ストライプ〔縞〕
・ the

black and orange stripes of a tiger

「トラの黒とオレンジの縞模様」
・ The

Stars and Stripes「星条旗（アメリカの国旗）」

□ eyesight [áisait] 視力，視界
・ have

good/poor eyesight「視力が良い［悪い］」

（時計・計器類の）文字盤
□ dial [dáiəl] ダイヤル〔レンジ・金庫など〕，
【動】
（電話などの番号）を回す［押す］
・ turn

・ dial

the dial to the right「ダイヤルを右に回す」
the wrong number「間違った番号にかける」

（組み立て）キット〔部品・材料一式〕
□ kit [kít] 道具［用具］一式，
・ an

emergency medical kit「救急医療キット」

□ erosion [iróuʒən] （土地などの）浸食，衰え〔力・権力・価値など〕
・ soil

erosion by water「水による土地［土壌］の浸食」

□ census [sénsəs] （人口のなどの）一斉調査・国勢調査
・ carry

out a national census every five years

「5 年に一度国勢調査を実施する」

□ glory [glɔ́ːri] 栄光・栄誉
・ glory

of the Roman Empire「ローマ帝国の栄光」
・ glory days「全盛期」

□ certificate [sərtífəkit] 証明書

birth/marriage/death certificate「出生［婚姻，死亡］証明書」
・ a medical certificate「（医療）診断書」

・a

□ rebel [rébəl] 反乱者・反逆者 【動】[ribél] 反逆する・反乱を起こす
・ rebel

forces「反乱軍」
・ rebel against society「社会に反逆［反抗］する」

□ catastrophe [kətǽstrəfi] 大惨事［災害］・破局
・a

・a
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natural catastrophe「自然大災害［天災］」
financial catastrophe「財政破綻」

● Level 7

□ hierarchy [háiərɑ̀ː(r)ki] ヒエラルキー〔階層制〕，支配［権力］層
・a

rigid social hierarchy「厳格な［硬直した］社会的階級」

3 形容詞
□ ethical [éɵikəl] 倫理［道徳］上の，倫理［道徳］にかなった
・ ethical

issue/problem「倫理［道徳］上の問題」

□ face-to-face [fèistəféis] 差し向かいの・面と向かっての
〔※ face to face で「差し向かいで，向かい合って」〕
・a

face-to-face meeting「差し向かいの会談」

□ triple [trípəl]
・a

【動】3 倍になる［する］
3 倍の，3 つ［3 人］から成る，

triple crown winner「三冠王」
in size「サイズが 3 倍になる」

・ triple

□ innate [ìnéit] 生まれつきの・生得［生来］の
・ an

innate ability to learn language「言語を習得する生得の能力」

□ fragile [frǽdʒəl] 壊れやすい・もろい・弱い〔物・体・精神〕
・a

fragile ecosystem「壊れやすい［もろい］生態系」

□ marvelous [mάː(r)vələs] すばらしい・最高の
・ have

a marvelous time「すばらしい時を過ごす」

□ metropolitan [mètrəpάːlətn] 大都市の
・a

metropolitan area「大都市圏」

□ superficial [sùːpərfíʃəl] 表面的な・表面の〔理解・印象・傷など〕
・a
・a

superficial understanding「表面的な［浅い］理解」
superficial resemblance「表面的な［外見上の］類似」

□ compact [kάːmpækt] コンパクトな・引き締まった・簡潔な
【動】[kəmpǽkt] …を圧縮する
・a

compact car「コンパクトカー［小型車］」
and clear sentences「簡潔で明快な文」

・ compact

□ immense [iméns] 巨大な・ばく大な〔寸法・量・程度など〕
・ an

immense national debt「ばく大な国家債務」
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immense amount of debt「ばく大な量の負債［債務］」

（＝ huge，enormous）

□ spontaneous [spɑːntéiniəs] 自発的な・自然（発生的）な〔行為・事〕
・ spontaneous

action「自発的な行動」
・ (a) spontaneous fire「自然発火［火災］」

□ prestigious [prestídʒəs] 一流の・権威ある
・a

prestigious award「権威ある賞」

□ physiological [fìziəlάːdʒikəl] 生理（学）的な
・ physiological

functions of skin cells「皮膚細胞の生理的機能」

□ splendid [spléndid] すばらしい・見事な
・a

splendid view「すばらしい［壮大な］眺め」

□ dynamic [dainǽmik] 活動的な・活力に満ちた〔人・社会・現象〕
【名】
〔～ s で〕力学

dynamic leader「活動的な［力強い］指導者」
・ dynamic economy「活動的な［活発な］経済」
・a

□ supreme [səpríːm] 最高（位）の〔地位など，質・程度など〕

Supreme Court「最高裁判所」
・ make a supreme effort「最高［最大］の努力をする」
・ the

□ fertile [fə́ː(r)tl] 肥沃な〔土地など〕，多産の〔人・動植物〕
・ fertile

soil「肥沃な土壌」

〔※比喩的に「創造力に富む土壌（場所・環境）」の意味にもなる〕

□ deaf [déf] 耳が聞こえない，耳を傾けない
・ go

deaf「耳が聞こえなくなる」

□ holy [hóuli] 神聖な
・a

holy place「聖なる地」

□ humid [hjúːmid] 湿気の多い・湿った〔天候・大気が〕
・ hot

□ stiff [stíf] 硬い・固い〔体の一部・物〕
・ stiff

muscles「硬い［凝った］筋肉」

□ ambiguous [æmbígjuəs] あいまいな・多義的な
・ an

ambiguous answer「あいまいな返事」

□ anonymous [ənάːnəməs] 匿名の〔名前を明かさない・名前がわからない〕
・ an

anonymous letter「匿名の手紙」

□ compulsory [kəmpʌ́lsəri] 義務的な・強制的な
・ compulsory

education「義務教育」

□ transparent [trænspǽrənt] 透明な・透明性のある〔物・意味・性質など〕
・ transparent

・a

plastic film「透明なプラスチックフィルム」
fair and transparent tax system「公平で透明性のある税制」

□ vigorous [vígərəs] 活発な・旺盛な〔人・活動など〕
・a

・a

vigorous young man「活発な［元気な］若者」
vigorous debate「活発な討論」

□ arbitrary [άː(r)bətrèri] 恣意的な・独断的な
・ an

arbitrary decision「恣意的［独断的］な決定」

□ infinite [ínfənit] 無限の・限りない〔時間・空間・物・感情など〕
・ an

infinite number of stars and planets「無数の恒星と惑星」
love「無限の［限りない］愛」

・ infinite

□ outgoing [áutgòuiŋ] 社交的な・外向的な，出ていく
・ an

outgoing and friendly person「社交的でフレンドリーな人」
travelers「出ていく［出国する］旅行者」

・ outgoing

（⇔ incoming travelers「入国する旅行者」）

□ pregnant [prégnənt] 妊娠している

pregnant「妊娠する」
pregnant female polar bear「妊娠しているメスのシロクマ」

・ get/become

・a

and humid weather「高温多湿の天候」

□ adolescent [æ`dlésənt] 思春期［青春期］の
【名】思春期［青春期］の若者
・ childish
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and adolescent behavior「子供じみた思春期の振る舞い」
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5 前置詞

詞

□ hence [héns] それゆえに・したがって（＝ so, therefore）
・ Hence,

the correct answer is (A).

「それゆえ，正しい答えは（A）である」

□ respectively
・H

[rispéktivli] （述べられた順に）それぞれ・めいめい

and O stand for hydrogen and oxygen respectively.

「H と O はそれぞれ水素と酸素を表す」

□ simultaneously [sàiməltéiniəsli] 同時に
・ Two

explosions occurred simultaneously.

「2 つの爆発は同時に起きた」
（…する）
□ thereby [ðéərbái] それによって［その結果］
・ reduce

production costs, thereby increasing profit

（＝ because of, due to）
□ owing [óuiŋ] 〔owing to で〕…のために〔原因・理由〕
・ be

delayed owing to fog「霧のために遅れる」

（＝ against）
□ versus [və́ː(r)səs] …対…〔略 vs〕，…か…〔対比して〕
・ The

last World Cup final was Germany versus Argentina.

「この前のワールドカップ決勝はドイツ対アルゼンチンだった」
・a

question of privacy versus social welfare

「プライバシーか社会福祉かの問題」

□ underneath [ʌ`ndərníːɵ] …の下に 【副】下に

appears to be an ocean underneath the frozen surface
of Europa, one of Jupiter’s moons.

・ There

「木星の惑星の 1 つ，エウロパの凍った表面の下に海があるようだ」

「経費を減らすことによって利益が増加する」

□ halfway [hæ`fwéi] 中間（点）で・途中で〔場所・時間〕
【形】中間（点）の，途中の〔※ meet A halfway で「A（人）に妥協する」の意味〕
・ halfway
・ halfway

across the bridge「橋の途中で」
through (the movie)「（映画の）途中で」

□ ironically [airάːnikli] 皮肉にも
・ Ironically,

the opposite is also true.

「皮肉にもその反対もまた真実だ」

□ drastically [drǽstikli] 抜本的に・思い切って

internet has drastically changed the way we
communicate.

・ The

「インターネットはコミュニケーションの方法を抜本的に変えた」

□ beforehand [bifɔ́ː(r)hæ`nd] あらかじめ・事前に（＝ in advance）
・ announce

beforehand「あらかじめ［事前に］通知する」

□ conversely [kənvə́ː(r)sli] 逆に・反対に
・ Conversely,

women use an outer part of the brain.

「逆に，女性は脳の外側を使う」
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