
Strategy Plus 2000

Level 8

KAGENSHA



2 3
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□ subscribe [səbskráib]　（…を）定期購読する

・subscribe to “National Geographic” 
「『ナショナル・ジオグラフィック』を定期購読する」

□ hop [hάːp]　（ぴょんと）跳ぶ・飛び乗る［降りる］　【名】ぴょんと跳ぶこと

・A bird hopped onto my shoulder.「鳥が私の肩に飛び乗った」
・hop on a bus/plane「バス［飛行機］に飛び乗る」

□ grin [grín]　（歯を見せてにこっと）笑う　【名】（にこやかな）笑い

・She grinned at me.「彼女は私ににこっと笑いかけた」

□ dash [dǽʃ]　ダッシュする〔突進する〕　【名】突進，ダッシュ〔記号（－）〕

・dash into [out of] the room「部屋に駆け込む［から駆け出る］」

□ stride [stráid]　〔strode - stridden〕大またで歩く 
【名】〔～ s で〕進歩，ストライド〔大またの 1 歩〕

・stride toward the entrance door 
「入口のドアに向かって大またで歩く」

・make great strides in the fight against cancer 
「がんとの戦いで大きな進歩を遂げる」

□ adhere [ədhíə(r)]　付着［粘着］する，…を固守［順守］する〔主義・規則など〕

・adhere to the surface「表面に付着する」
・adhere to the the principles「原則を順守する［主義を固守する」」

□ stray [stréi]　はぐれる・さまよう，（話などが）わきへそれる 
【名】迷子の動物

・stray into the forest「森へ迷い込む」
・Don’t stray from the point.「（問題の）ポイントからそれないように」

□ plead [plíːd]〔pleaded/pled - pleaded/pled〕　嘆願する・請う，（有罪・無罪の）
申し立てをする

・Naples pleaded with Rome for help. 
「ナポリはローマに救援を嘆願した」

・plead guilty [not guilty]「有罪を認める［無罪を申し立てる］」

□ preach [príːtʃ]　説教する，（教えなど）を説く

・preach to the young people「若い人たちに説教する」
・preach the word of God to the people「神の言葉を人々に説く」

1  語法で覚える ― 動詞

1 〈動＋前〉の形をとるもの

□ overlap [òuvə(r)lǽp]　（…と）オーバーラップする・重なり合う・重複する
〔物・事・考えなど〕　【名】 [óuvə(r)læ`p]　重複（部分）

・Physics overlaps with Chemistry in many respects. 
「物理は化学と多くの点でオーバーラップする」

・Physics and chemistry overlap in many respects. 
「物理と化学は多くの点でオーバーラップする」

・There is an overlap between those two theories. 
「それらの 2 つの理論には重なる［重複する］部分がある」

□ dwell [dwél]　〔dweltdwelled - dweltdwelled〕住む・居住する〔live の堅い語〕，
〔dwell on で〕（…を）くよくよ考える・長々と話す

・animals that dwell in the desert「砂漠に住む動物」
・Don’t dwell too much on your failure. 

「失敗をあまりくよくよ考えるな」

□ whistle [wísəl]　口笛を吹く，ヒューと音をたてる〔風・やかんなどが〕 
【名】ホイッスル〔笛・口笛・汽笛など〕

・whistle to a dog「犬に口笛で合図する［口笛で呼ぶ］」
・blow a whistle「ホイッスルを鳴らす」

□ indulge [indʌ́ldʒ]　〔indulge (oneself) in で〕（趣味・快楽などに）ふける・（思う
存分）楽しむ

・indulge (myself) in daydreams「夢想［空想］にふける」
・indulge in delicious beer「おいしいビールを思う存分味わう」

□ stumble [stʌ́mbəl]　つまずく，（つまずきながら・よろよろ）歩く

・stumble over furniture「家具につまずく」
・stumble over new words in a text 

「テキストの新出語につまずく［つかえる］」
・stumble along the corridor「通路をよろめきながら歩く」

□ stroll [stróul]　（…を）ぶらぶら歩く

・stroll around outdoor markets「青空市場をぶらぶら歩き回る」
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□ comply [kəmplái]　〔comply with で〕…に従う・応じる〔法律・規則・要求など〕

・comply with the Labor Standards Law「労働基準法に従う」
・comply with their request「彼らの要求に従う［応じる］」

□ embark [imbάː(r)k]　乗り込む〔船・飛行機などに〕・乗り出す・出る〔新規事業・
旅などに〕

・embark on a cruise ship「クルーズ船［客船］に乗り込む」
・embark on a major reform of the education system 

「教育制度の大規模な改革に乗り出す」

□ recede [risíːd]　（徐々に）遠のいていく・消えていく〔音・姿・記憶・感情など〕

・His figure receded into the darkness. 
「彼の姿は暗闇の中に消えた」

2 〈動＋ A ＋ B / 動＋ B ＋前＋ A〉の形をとるもの

□ fetch [fétʃ]　…を取って［連れて］くる〔物・人〕，（物が）（金額）で売れる

・Fetch me another beer, please「私にビールをもう一本取ってきて」
・Fetch another beer for Kenji, please. 

「ケンジにビールをもう一本取ってきて」
・The picture fetched a high price at the auction. 

「その絵はオークションで高い値段で売れた」

□ knit [nít]　〔knitknitted - knitknitted〕（セーターなど）を編む

・knit him a sweater「彼にセーターを編んでやる」
・knit a sweater for her daughter「彼女の娘のためにセータを編む」

3 〈動（＋ A）＋ to do/doing〉の形をとるもの
① 〈動＋ (A) ＋ to do〉の形をとるもの

□ aspire [əspáiə(r)]　（…を）熱望する

・aspire to become an architect「建築家になることを熱望する」
・aspire to a career as an architect 

「建築家という職業を熱望していた」

□ yearn [jə́ː(r)n]　（…を）切望する〔want, long の堅い語〕

・yearn for lasting peace「恒久的な平和を切望する」
・yearn to live in peace「平和に暮らすことを切望する」

□ slump [slʌ́mp]　（価格などが）急落する，（人が）倒れ込む 
【名】（物価などの）急落・不況，不調・スランプ

・Oil price slumped to a record low. 
「原油価格は過去最低に急落した」

・an economic slump「経済不況・不景気」

□ sniff [sníf]　（…の）においをかぐ，鼻をすする 
【名】においをかぐこと，鼻をすすること

・The police dog sniffed (at) the bag. 
「警察犬はバッグのにおいを（くんくん）かいだ」

・The police dog sniffed out drugs.「警察犬は麻薬をかぎつけた」

□ hover [hʌ́və(r)]　ホバリングする・空中で停止する〔鳥・昆虫・ヘリコプターな
ど〕，（…のあたりを）行き来する・前後する

・Honey bees are hovering over the beehives. 
「ミツバチが巣箱の上でホバリングしている」

・Temperatures on Titan hover around minus 180°C. 
「タイタンの温度は摂氏マイナス 180 度を前後する」

□ drip [dríp]　（液体が）したたり落ちる　【名】滴（しずく），したたり落ちること

・Water was dripping from the tap. 
「水が蛇口からしたたり落ちていた」

・Blood was dripping down his arm.「血が彼の腕をしたたり落ちていた」

□ sneak [sníːk]　こっそり入る［出る］，…をこっそり持ち込む［持ち出す］

・sneak into the office「オフィスにこっそり入る」
・sneak the files out of the office 

「オフィスからファイルをこっそり持ち出す」

□ hack [hǽk]　ハッキングする〔コンピュータシステムに不正侵入する〕， 
（斧などで）…をたたき切る

・hack into a computer network 
「コンピュータネットワークに不正侵入する［ハッキングする］

□ mourn [mɔ́ː(r)n]　（人の死を）悼む・悲しむ

・mourn (for) my grandfather「祖父（の死）を悼む」
・mourn the passing of my grandfather「祖父の死を悼む」

□ weep [wíːp]〔wept - wept〕　（涙を流して）泣く〔※ cry の堅い語〕

・weep for the loss of her grandmother「祖母の死を（悲しんで）泣く」
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□ proclaim [proukléim]　…を宣言する

・proclaime that the country is independent 
「独立国家であることを宣言する」

・The second Sunday in May was proclaimed Mother’s Day. 
「5 月の第 2 日曜日は母の日と宣言された」

□ verify [vérəfài]　…を（正しいかどうか）確認する・確かめる〔check の堅い語〕，
…が正しいことを証明［立証］する

・verify that the system is working properly 
「システムが適切に機能していることを確認する」

・verify the hypothesis「仮説を立証する」

□ reckon [rék(ə)n]　…を推定する・推測する

・reckon that the tree is more than 200 years old 
「その樹は 200 歳以上であると推定する」

・The tree is reckoned to be more than 200 years old. 
「その樹は 200 歳以上と推定されている」

□ affirm [əfə́ː(r)m]　…を断言する

・affirm that the information is true 
「その情報が真実であると断言する」

□ foresee [fɔː(r)síː]　〔foresaw - foreseen〕…を予見する・予想する

・foresee that oil prices will rise 
「原油価格が上がることを予想［予見］する」

・foresee what will happen in the future 
「将来何が起きるかを予見する」

□ ponder [pάːndə(r)]　…を熟考する，（…について）熟考する

・ponder the meaning of life「人生の意味を［について］熟考する」
・ponder what the meaning of life is 

「人生の意味は何であるかを熟考する」

□ lament [ləmént]　（事）を嘆く・悲しむ

・lament that young people today are indifferent to politics 
「現代の若者が政治に無関心であることを嘆く」

・lament the death of the President「大統領の死を悲しむ［悼む］」

□ doom [dúːm]　〔be doomed で〕（…の）運命にある 
【名】（不幸な）運命・悲運

・be doomed to fail「失敗する運命にある」
・be doomed to failure「失敗に終わる運命にある」

② 〈動＋ doing〉の形をとるもの

□ dread [dréd]　…を恐れる　【名】恐怖

・dread having to meet new people 
「初めての［知らない］人に会うのを恐れる」

□ contemplate [kάːntəmplèit]　…を（しようと）考える・もくろむ 
〔consider の堅い語〕

・contemplate suicide「自殺を考える」
・contemplate committing suicide「自殺することを考える」

□ commence [kəméns]　始まる，…を始める〔begin/start の堅い語〕

・The Paris peace talks commenced in 1968. 
「パリ和平会談は 1968 年に開始された」

・commence negotiation「交渉を始める」
・commence talking about the peace process 

「和平への過程（プロセス）について話し始める」

□ resent [rizént]　（人・行為）に憤慨する・腹を立てる

・resent having to work overtime until late 
「遅くまで残業しなければならないことに腹を立てる」

4 〈動（＋ A）＋ that/wh-〉の形をとるもの

□ contend [kənténd]　（…と）主張する，（…に）対処する

・contend that there are some universal moral rules 
「普遍的な道徳規則というものがあると主張する」

・contend with bad weather conditions 
「悪天候に対処する［と戦う］」

□ dictate [díkteit]　…を口述する，…を指図する・決定づける〔人・事が〕

・dictate a letter to a secretary「手紙を秘書に口述する」
・Islamic law dictates that women cover their hair and bodies. 

「イスラム法は女性が髪と身体を覆うことを規定している」
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□ immerse [imə́ː(r)s]　…を（完全に）浸す・沈める，…を熱中［没頭］させる

・immerse the roots in water for a few minutes before planting 
「植える前に数分間根を水に浸す」

・be immersed in an imaginary world 
「空想の世界に没入している［浸っている］」

□ tuck [tʌ́k]　…を（狭いところに）押し込む・はさみ込む

・tuck the edge of the sheet under the mattress 
「シートの端をマットレスの下に押し込む」

□ thrust [ɵrʌ́st]〔thrust - thrust〕　…を突き出す・押しつける 
【名】（意見などの）要旨・要点

・thrust money into his hand「彼の手に金を押しつける」

□ lure [lúə(r)]　（人）を誘惑する　【名】魅力・誘惑

・lure customers into spending more money 
「顧客を誘惑してもっと金を使わせる」

・resist the lure of smoking「喫煙の誘惑に抵抗する」

□ dispatch [dispǽtʃ]　…を派遣する〔軍隊・人〕，…を発送する〔手紙・荷物など〕
　【名】派遣，発送

・dispatch the Self Defense Force to Iraq「自衛隊をイラクに派遣する」

□ condense [kəndéns]　（…を）濃縮する・凝縮する，…を要約する〔文章など〕

・Water vapor condenses into water droplets. 
「水蒸気は凝縮して水滴になる」

・condense the information into a few sentences 
「その情報を 2 ～ 3 文に要約する」

□ compress [kəmprés]　…を圧縮する〔物・データ・文章・期間など〕

・compress hydrogen gas into a liquid 
「水素ガスを液体（水素）に圧縮する」

・compress files into an archive 
「（複数の）ファイルをアーカイブに圧縮する」

□sow [sóu]〔sowed - sown〕　…（の種）をまく，種まきをする〔比喩的にもよく使う〕

・sow wheat in the field「小麦（の種）を畑にまく」
・sow a field with wheat「畑に小麦（の種）をまく」
・sow the seeds of friendship「友情の種をまく」

5 〈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

□ relay [ríːlei]　…を伝える・中継する〔伝言・放送など〕　【名】リレー〔競技〕

・The sensory nerves relay information to the brain. 
「感覚神経は情報を脳に伝える」

・the 400-meter relay race「400 メートルリレー競争」

□ dip [díp]　…を（液体に）ちょっと浸す［つける］，下がる〔温度・数値などが〕

・dip a piece of bread into the sauce 
「パン（の一切れ）をソースに浸す［つける］」

・The sun dipped below the horizon.「太陽は地平線の下に沈んだ」

□ plunge [plʌ́ndʒ]　（頭から）突っ込む・飛び込む，…を～に突っ込む・突き落と
す　【名】急落・落下

・plunge into cold water「冷たい水の中に突っ込む［飛び込む］」
・plunge my hand into the hole「穴の中に手を突っ込む」
・The country was plunge into chaos. 

「国は大混乱に突き落とされた［陥った］」

□ embody [imbάːdi]　（考えなど）を具現する・具体化する

・Culture is embodied in language. 
「文化は言葉に具現化されている」

□ manifest [mǽnəfèst]　（性質・感情など）を表わす〔政党などの「マニフェスト」
は manifesto〕　【形】明らかな

・What your mind believes will be manifested in your behavior. 
「あなたの心が信じることはあなたの態度に表わされるでしょう」

□ punch [pʌ́ntʃ]　…をこぶしで殴る，（穴）を開ける　【名】パンチ

・punch his opponent in/on the nose「相手の鼻を殴る」
・give him a punch in/on the nose「彼の鼻にパンチを入れる」

□ inject [indʒékt]　…を注入する・投入する・注射する〔エネルギー・資金・薬剤な
ど〕

・inject new energy into the local economy 
「地域経済に新しいエネルギーを注入する」

・inject drugs into the body「薬剤を体に注射する」
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□ merge [mə́ː(r)dʒ]　（…を）合併する・統合する，（1 つに）融合する

・Georgetown was merged with Washington City in 1871. 
「ジョージタウンは 1897 年にワシントン市に合併された」

・In 1873, Buda and Pest were merged into a new city called 
Budapest. 

「1873 年にブタとペストは合併してブタペストという名の新しい市になった」

□ reconcile [rékənsàil]　…を調和させる・両立させる，（人と）和解する

・reconcile our economy with ecology 
「私たちの経済をエコロジー［自然環境］と調和させる」

・He wants to reconcile with his son. 
「彼は息子と和解したいと思っている」

□ console [kənsóul]　…を慰める　【名】 [kάːnsoul]　（コンピュータの）操作卓

・console myself (with the thought) that I’m not alone 
「自分が一人でないと思って自分を慰める」

□ endow [indáu]　（人・組織など）に寄付する，…を授ける・賦与する〔才能・資
源など〕

・endow the college with a large sum of money 
「大学に多額の金を寄付する」

・The country is endowed with natural resources. 
「その国は自然［天然］資源に恵まれている」

③ 〈動＋ A ＋ of/from/off ＋ B〉の形をとるもの

□ discharge [distʃάː(r)dʒ]　…を解放［解任・解雇］する，…を排出［放出］する
　【名】 [dístʃɑː(r)dʒ]　解放・解雇，排出・放出

・He was discharged from hospital yesterday. 
「彼は昨日病院から解放された→退院した」

・discharge polluted water into the sea「汚染水を海に放出する」

□ compile [kəmpáil]　…を編集する

・compile a report from survey data 
「調査データから報告書を編集［編纂］する」

□ trim [trím]　…を切り取る・刈り込む・削減する〔余分なもの〕 
【名】刈り込み・手入れ

・trim fat from/off the meat「肉から脂を取る［切り取る］」

□ intimidate [intímədèit]　（人）を脅す・おびえさせる

・She was intimidated into signing a contract. 
「彼女は契約書にサインするよう脅された［脅されてサインした］」

・The girl was intimidated by the police officers. 
「その女の子は警官たちにおびえさせられた［おびえた］」

□ summon [sʌ́m(ə)n]　…を呼び寄せる・招集する〔人・会議など〕， 
…を奮いたたせる〔勇気など〕

・be summoned to court as a witness「目撃者として法廷に呼び出される」
・summon (up) all one’s courage「ありったけの勇気を奮い起こす」

□ inflict [inflíkt]　…を与える〔損害・苦痛など〕

・The hurricane inflicted serious damage on the town. 
「ハリケーンはその町に甚大な損害を与えた」

□ dispense [dispéns]　…を分配する，〔dispense with で〕（…）なしで済ませる

・dispense food and medical supplies to the victims 
「被災者に食料と医薬品を分配する」

・speak English well enough to dispense with an interpreter 
「通訳なしで済ませるのに十分なくらいに英語を話す［通訳なしで英語を話せ

る］」

② 〈動＋ A ＋ with/by ＋ B〉の形をとるもの

□ intrigue [intríːg]　…の興味をそそる　【名】 [íntriːg]　陰謀

・be intrigued by the unusual creature 
「その珍しい生物に興味をそそられる」

・political intrigue「政治的陰謀」

□ illuminate [ilúːmənèit]　…を照らす，…をより明らかにする〔問題点など〕

・be illuminated by bright lights「明るい照明で照らされている」
・The research will help illuminate the origins of life. 

「その研究は生命の起源を明らかにするのに役立つだろう」

□ choke [tʃóuk]　のど［息］が詰まる・窒息する，…を詰まらせる〔人（の息）・場
所など〕

・chok on a piece of meat「肉でのどが詰る［肉をのどに詰まらせる］」
・The stream was choked with rotten leaves. 

「小川は朽ち葉で詰まっていた」
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④ 〈動＋ A ＋ for/as ＋ B〉の形をとるもの

□ allocate [ǽləkèit]　…を割り当てる・配分する

・About 4% of GDP is allocated for Education. 
「GDP の約 4 ％が教育に割り当てられている」

□ hail [héil]　…を称賛する・たたえる，…を呼び止める　【名】ひょう・あられ

・Plastic was hailed as a miracle material. 
「プラスチックは奇跡の素材と称賛された」

・hail a taxi/cab「タクシーを呼び止める」

□ nominate [nάːmənèit]　…を指名する〔選挙・賞の候補として〕，…を任命する

・bw nominated for an Academy Award as Best Actress 
「アカデミー賞に最優秀女優賞として指名される［ノミネートされる］」

・trim $200 million from/off next year’s budget 
「次年度予算から 2 億ドルを削減する」

□ subtract [səbtrǽkt]　…を引く〔引き算をする〕

・subtract the discount (amount) from the list price 
「割引額を表示価格から引く」

□ omit [oumít]　…を省く・除外する

・omit unnecessary words from sentences 
「文章から不必要な語を省く」

□ restrain [ristréin]　（人）を引き止める・やめさせる，…を抑える・抑制する
〔感情・行動など〕〔prevent の堅い語〕

・restrain people from smoking 
「人を喫煙から引き止める→やめさせる」

・restrain anger「怒りを抑える」

□ rip [ríp]　…を引き裂く・破る，裂ける・破れる　【名】裂け目・破れ目

・rip a sheet of paper off the pad「メモ帳から 1 枚の紙を引きちぎる」
・rip open the package「包みを破って開ける」

□ convict [kənvíkt]　…に有罪を宣告する　【名】 [kάːnvikt]　有罪判決を受けた
人・受刑者

・be convicted of selling drugs 
「麻薬を販売したことで有罪を受ける」

□ elicit [ilísit]　…を引き出す・聞き出す〔情報・返答など〕

・elicit a positive response from the government 
「政府から肯定的な反応を引き出す」

□ detach [ditǽtʃ]　…を切り離す・取りはずす，（…から）距離を置く

・detach the strap from the bag 
「バッグからストラップ［肩ひも］を取りはずす」

・She was detached from what was going on. 
「彼女は起きていることから距離を置いていた［無関心だった］」

□ expel [ikspél]　（人）を追放する，…を吐き出す・排出する〔空気・ガスなど〕

・be expelled from school for smoking 
「喫煙が理由で学校を追放される［退学になる］」

・expel air from the lungs「肺から空気を吐き出す」
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□ spur [spə́ː(r)]　拍車〔乗馬靴のかかとにつける器具・（比喩的に）行動の刺激〕　
【動】…に拍車をかける〔人・事〕

・a spur to economic growth「経済成長の刺激」
・spur economic growth「経済成長に拍車をかける［弾みをつける］」

□ array [əréi]　〔an array of で〕ずらりと並んだ…・たくさんの…，配列

・an array of radio telescopes「ずらりと並んだ電波望遠鏡」

□ magnitude [mǽgnətùːd]　大きさ・重大さ，マグニチュード〔地震の規模を
表わす単位〕，（星の）等級

・appreciate the magnitude of the problem 
「問題の重大性を理解する」

・an earthquake with a magnitude of 6.9 on the Richter scale 
「リヒタースケールでマグニチュード 6.9 の地震」

□ contempt [kəntémpt]　軽蔑

・have contempt for bureaucracy 
「官僚主義に軽蔑（の念）をもつ［軽蔑する］」

・with contempt「軽蔑して」

□ multitude [mʌ́ltətùːd]　〔a multitude of で〕多数の…

・a multitude of stars in the sky「空の多数の星」

□ friction [fríkʃ(ə)n]　摩擦（力），軋轢（あつれき）

・friction between tires and road surface 
「タイヤと道路面の摩擦」

・the trade friction between Japan and the U.S 
「日米貿易摩擦」

□ delegate [déləgit]　（会議などに出席する）代表（者） 
【動】 [déləgèit]　…を委任する〔権限など〕

・delegates from Japan to the conference 
「会議への日本（から）の代表者」

・delegate authority to subordinates「権限を部下に委任する」

□ lump [lʌ́mp]　塊，しこり・こぶ 
【動】…をひとまとめにする〔異なる物・人〕

・a lump of ice「氷の塊」
・Chinese, Japanese, Korean were lumped together as “Asian.” 

「中国人，日本人，朝鮮人は『アジア人』とひとまとめにされた［扱われた］」

2  語法で覚える ― 名詞

1 〈名＋前〉の形をとるもの

□ segment [ségmənt]　部分・区分　【動】 [segmént]　…を区分する

・a major segment of the working population 
「労働者人口の主要部分［大部分］」

□ thesis [ɵíːsis]〔複 theses〕　論文，主題・主張〔議論・論文などの〕

・write a thesis on the origin of the universe 
「宇宙の起源についての論文を書く」

・the thesis statement「（論文の）主題文」

□ constraint [kənstréint]　制限［制約・拘束］

・financial constraints on the research project 
「研究計画の財政的な制約」

□ collision [kəlíʒ(ə)n]　衝突・激突

・collisions between atoms and molecules「原子や分子間の衝突」

□ reign [réin]　治世〔君主の統治期間〕　【動】（君主が）在位する・統治する

・the reign of Queen Elizabeth I「エリザベス 1 世の治世」

□ forum [fɔ́ː(r)əm]　フォーラム〔公開討論（の場）〕

・The United Nations Forum on Forests 
「森に関する国連フォーラム［国連森林フォーラム］」

□ drawback [drɔ́ːbæk]　欠点・不都合な点

・one of the drawbacks of working for a large company 
「大企業に勤めることの欠点の 1 つ」

□ proficiency [prəfíʃənsi]　熟達・熟練

・proficiency in English（＝ English proficiency）「英語の運用能力」

□ complement [kάːmpləmənt]　補完物〔完全にするもの〕，補語 
【動】 [kάːmpləmènt]　…を補足［補完］する〔完全にする〕 
　〔※ compliment と混同しないこと（発音は同じ）〕

・a complement to medical treatment「医療を補完するもの」
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□ testimony [téstəmòuni]　（法廷での）証言，証し・証拠

・the testimony of a witness「目撃者の証言」
・His success is a testimony to his sincerity. 

「彼の成功は彼の誠実さの証しだ」

2 〈前＋名（＋前）〉の形で覚えるもの

□ midst [mídst]　〔in the midst of で〕…の最中で・真っただ中で〔期間・場所〕

・in the midst of globalization 
「グローバル化の最中で［に］」

□ agenda [ədʒéndə]　議題，課題

・move on to the next item on the agenda 
「議題にある次の項目に［次の議題に］進む」

□ awe [ɔ́ː]　畏敬（いけい）（の念）　【動】〔be awed で〕畏敬の念をもつ

・stare at her in awe「畏敬の念で彼女を見つめる」

□ dismay [disméi]　ろうばい・落胆 
【動】…をろうばいさせる・落胆させる〔disappoint の堅い語〕

・To my dismay, she didn’t come. 
「がっかりしたことに，彼女は来なかった」

・be dismayed at the news「そのニュースを聞いてろうばい［落胆］する」

□ exile [égzail]　国外追放，追放された人・亡命者　【動】…を（国外に）追放する

・live in exile in the U.S.「アメリカで亡命生活を送る」
・Napoleon was exiled from France to Elba. 

「ナポレオンはフランスからエルバ（島）に追放された」

3 〈動＋名〉の形で覚えるもの

□ empathy [émpəɵi]　共感・感情移入

・have empathy for others「他人への共感をもつ［共感する］」

□ courtesy [kə́ː(r)təsi]　礼儀〔礼儀正しいこと〕，好意・おかげ　【形】儀礼上の

・have the courtesy to ask permission 
「許可を求める礼儀をもつ［わきまえる］」

・Pictures are (by) courtesy of the NASA. 
「写真は NASA の好意による」

□ duration [duréiʃ(ə)n]　継続［持続］時間

・the maximum duration of radiation exposure 
「放射線被ばく最大継続時間」

□ excerpt [éksəː(r)pt]　引用（句）・抜粋 
【動】 [eksə́ː(r)pt]　…を引用する・抜粋する

・an excerpt from “Scilent Spring”「『沈黙の春』からの引用［抜粋］」

□ chunk [tʃʌ́ŋk]　塊，かなりの量［部分］

・a chunk of grilled meat「焼肉の（おおきな）塊」

□ advent [ǽdvent]　到来・出現〔時代・人物など〕

・the advent of automatic driving cars「自動操縦車の到来［出現］」

□ discourse [dískɔː(r)s]　論議・論説，講演・論文 
【動】 [diskɔ́ː(r)s]　講演する

・the discourse on the origin of inequality 
「不平等の起源に関する論説―『人間不平等起源論』（ルソー）」

□ specimen [spésəm(ə)n]　標本・検体

・a specimen of a giant squid「ダイオウイカの標本」

□ bundle [bʌ́ndl]　束〔手紙・棒・衣類など〕，〔比喩的に〕大量のもの・かたまり

・a bundle of letters「手紙の束」

□ heap [híːp]　（雑然と積まれた）山，〔比喩的に〕たくさんのもの〔多数・多量〕 
【動】…を積み上げる

・a heap of papers「紙の山」

□ mound [máund]　盛り土・小山，〔比喩的に〕（…の）山，（野球の）マウンド

・a large mound of earth「大きな土の山［塚］」

□ overview [óuvə(r)vjùː]　概観・概略

・an overview of contemporary literature「現代文学の概観」

□ onset [ɔ́ːnset]　始まり・開始〔通例よくない事の〕

・the onset of severe winter weather「厳しい冬の天候の始まり」

□ abbreviation [əbrìːviéiʃən]　略語，省略・短縮，

・SF is the abbreviation for science fiction. 
「SF は空想科学小説の略語である」
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□ lease [líːs]　リース〔建物・車などの賃貸借契約〕　【動】…を賃貸［賃借］する

・take out a lease on the office「事務所を賃借する」
・lease an office from a real estate company 

「不動産会社から事務所スペースを借りる」

□ threshold [ɵréʃhould]　敷居・入り口

・cross the threshold of a house「家の敷居をまたぐ［入る］」
・be on the threshold of a new era 

「新しい時代の入り口にいる」

□ tribute [tríbjuːt]　賞賛・敬意・追悼（の言葉・曲・物など）

・Thousands of fans paid tribute to Michael Jackson. 
「何千人ものファンがマイケルジャクソンを追悼した」

□ assault [əsɔ́ːlt]　攻撃・急襲　【動】…を強襲する

・make an assault on the city「町を攻撃する」

□ revenge [rivéndʒ]　復讐・雪辱

・The Dutch team took revenge on Spain for their defeat 4 years 
ago. 

「オランダチームはスペインに対して 4 年前の敗北の雪辱を果たした」

□ gut [gʌ́t]　〔～ s で〕ガッツ〔根性・度胸・勇気〕，消化器官〔腸・胃〕

・have the guts to confront the reality 
「現実に立ち向かうガッツ［度胸］がある

・gut bacteria「腸バクテリア・腸内細菌」

□ pledge [plédʒ]　誓約・公約　【動】…を誓う・公約する

・make a pledge to cut the tax「減税すると公約する」
・The US government pledged to reduce greenhouse gas 

emissions 
「米国政府は温室効果ガス排出の削減を公約した」

□ bid [bíd]　〔bid - bid〕入札・つけ値　【動】入札する・値をつける

・make a bid for a major construction project 
「大規模建設計画に入札する」

□ analogy [ənǽlədʒi]　類似性，類推

・draw an analogy between computers and the human brain 
「コンピュータと人間の脳の類似性を示す［指摘する］」

□ monopoly [mənάːpəli]　（事業などの）独占，ひとり占め

・have a monopoly on the sale of oil「石油の販売を独占する」

□ fuss [fʌ́s]　（ささいな事での）大騒ぎ　【動】騒ぎたてる

・make a fuss about nothing「何でもないことで大騒ぎする」

□ audition [ɔːdíʃ(ə)n]　オーディション〔歌手・俳優などの実技テスト〕 
【動】オーディションを受ける，（人）のオーディションをする

・have an audition for a film「映画のオーディションを受ける」

□ imprint [ímprìnt]　（ものに残された）跡・痕跡〔比喩的にも使う〕 
【動】 [imprínt]　…を刻み込む

・leave an imprint on mind「心に跡を残す［心に刻まれる］」
・Memories are imprinted on the brain like data on a hard drive. 

「記憶はハードディスクのデータのように脳に刻まれる」
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□ destined [déstənd]　運命づけられた，…行きの〔乗り物・商品などが〕

・be destined for marriage「結婚を運命づけられている」
・be destined to love each other「互いに愛し合う運命にある」
・cargo destined for Shanghai「上海行きの積み荷」

3 〈it is ＋形＋ to do / that〉の形をとるもの

□ plausible [plɔ́ːzəbəl]　妥当な・納得のいく〔議論・主張など〕， 
もっともらしい

・a plausible hypothesis「妥当な［有望な］仮説」
・It is plausible that there is life on other planets. 

「他の惑星に生物がいるということはありそうだ」
・a plausible explanation「もっともらしい説明」

□ imperative [impérətiv]　必須の・絶対に必要な　【名】責務

・It is imperative for you to acquire the skills of reading. 
「読む技術を身につけることが必須である」

・It is imperative that you acquire a passion for reading. 
「読書に情熱を持つことが必須である」

□ feasible [fíːzəbəl]　（計画などが）実行可能な 〔possible の堅い語〕

・a feasible solution「実行可能な解決策」
・It is feasible to reduce energy consumption. 

「エネルギー消費を減らすことは可能だ」

4 〈動＋形〉の形で覚えるもの

□ intact [intǽkt]　無傷で・損なわれないで〔物・身体・評価などが〕

・remain intact「損なわれないままでいる」〔無傷である〕

□ dizzy [dízi]　目まいがする・ふらふらする　【動】（人）に目まいを起こさせる

・feel dizzy「頭がくらくらする」

□ bankrupt [bǽŋkrʌpt]　破産した　【動】…を破産させる　【名】破産者

・go bankrupt「破産する」

□ rotten [rάːtn]　腐った・腐敗した〔物・人〕

・go rotten「腐る」

3  語法で覚える ― 形容詞

1 〈be ＋形＋前（＋ doing）〉の形をとるもの

□ greedy [gríːdi]　貪欲な・欲している

・be greedy for money and power「金と権力に貪欲である」

□ renowned [rináund]　著名な，有名な

・The area is renowned for its natural beauty. 
「その地域は自然の美しさでよく知られている」

□ notorious [noutɔ́ːriəs]　悪名高い

・be notorious for being greedy「欲深なことで悪名高い」

□homesick [hóumsìk]　ホームシックの〔※「ホームシック」はhomesickness〕

・be homesick for Japanese food「日本食が恋しい」

□ compatible [kəmpǽtəbəl]　両立［共存］できる，互換性のある〔コンピュー
タが〕

・Darwin’s theory is compatible with the existence of God. 
「ダーヴィンの理論［進化論］は神の存在と両立できる」

□ clumsy [klʌ́mzi]　不器用な，不細工な・できの悪い〔道具など〕

・I am clumsy with my hands.「私は手先が不器用だ」
・clumsy handwriting「不細工な筆跡［下手な字］」

2 〈be ＋形＋ to do〉の形をとるもの

□ prone [próun]　…の傾向がある〔好ましくないこと〕

・be prone to disease「病気にかかりやすい」
・be prone to lose his temper「かっとなりやすい」 

（＝ be prone to losing his temper）

□ liable [láiəbəl]　法的責任がある，…しがちである〔好ましくないこと〕

・be liable for damage caused by product defects 
「製品の欠陥による損害への法的責任がある」

・be liable to get angry「腹を立てやすい」
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□ implicit [implísit]　暗に示された・暗黙の

・an implicit agreement「暗黙の同意［合意］」

□ fiscal [fískəl]　歳入の，財政上の

・fiscal year 2017「2017 会計年度」

□ dual [dúːəl]　二重の・2 つの

・dual nationality「二重国籍」

□ municipal [mjuːnísəpəl]　市［町］の・地方自治（体）の

・a municipal assembly「市議会」

□ intrinsic [intrínzik]　本来備わっている・本質的な

・intrinsic beauty of nature 
「自然の本来的な美しさ［自然本来の美］」

□ optical [άːptikəl]　光学の，視覚の

・optical instruments「光学機器」
・the optical system「視覚系」

□ lunar [lúːnə(r)]　月の

・a total lunar eclipse「皆既月食」

□ viable [váiəbəl]　実行できる・実現可能な

・a viable alternative to fossil fuels 
「実行可能な［実用的な］化石燃料の代替手段」

□ ample [ǽmp(ə)l]　豊富な・あり余るほどの

・ample evidence to support the theory of evolution 
「進化論を裏付ける豊富な証拠」

□ abrupt [əbrʌ́pt]　突然の・不意の

・the abrupt end to the age of dinosaurs「恐竜時代の突然の終わり」

□ eloquent [éləkwənt]　雄弁な，表情豊かな

・an eloquent speech「雄弁な演説」

□ utmost [ʌ́tmoust]　最大限の〔程度・数量など〕　【名】〔the ～で〕最大限

・make the utmost effort to resolve the issue 
「問題を解決するために最大限の努力をする」

□ insane [inséin]　正気でない〔行動・考えなどが〕

・go insane「気が変になる」

□ static [stǽtik]　静的な〔動き・変化がないこと〕

・remain static and fixed「じっとして動かないでいる」

□ obsolete [ɑ̀ːbsəlíːt]　時代遅れの・廃れた〔機械・技術などが〕

・become obsolete「時代遅れになる」

5 〈形＋名〉の形で覚えるもの

□ aesthetic [esɵétik]　美的な・美学的な

・the aesthetic sense of Japanese culture 
「日本文化の美的感覚［美意識］」

□ rigorous [rígərəs]　厳しい〔厳正な・厳密な・厳格な〕

・undergo rigorous training「厳しい訓練を受ける」

□ swift [swíft]　速やかな・迅速な　〔fast, quick の堅い語〕

・take swift action「速やかな［迅速な］行動を取る」

□ integral [íntəgrəl]　不可欠な

・an integral part of our lives「私たちの生活に不可欠な部分［要素］」

□ super [súːpə(r)]　すばらしい・並はずれた　【副】すごく

・a super idea「すばらしいアイデア」
　〔※ super- で「超…」の意味語合成語を作る〕

□ up-to-date [ʌ́ptədə́it]　最新（式）の

・up-to-date information「最新の情報」

□ preliminary [prilímənèri]　予備的な・準備の　【名】予備（段階）

・a preliminary examination「予備試験」

□ adverse [ədvə́ːrs]　逆方向の・不都合な

・adverse effects on human health「人の健康への逆効果［悪影響］」
・adverse weather conditions「悪天候」

□ maternal [mətə́ː(r)nl]　母の・母性の（⇔ paternal「父の・父性の」）

・the maternal instinct「母性本能」
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4  多様な意味を覚える

1  動　詞

□ displace [displéis]　…に取って代わる，…を追い出す〔人・物〕

・Coal was displaced by oil and natural gas. 
「石炭は石油や天然ガスに取って代わられた」

・More than 1.3 million people were displaced by the civil war. 
「内戦によって 1300 万人以上が追い出された〔難民となった〕」

□ flip [flíp]　（…を）はじく・めくる〔物をすばやく動かすこと〕，…をひっくり返す 
【名】（指で）はじくこと

・flip a coin into the air「コインを空中にはじく」
・flip through (pages of) a magazine「雑誌の頁をパラパラとめくる」
・Flip the pancake over and bake for another minute. 

「パンケーキをひっくり返してもう１分焼きなさい」

□ shave [ʃéiv]　…をそる〔顔・ひげなど〕，〔shave off で〕…を下げる・短縮する
〔値段・時間など〕　【名】ひげをそること

・shave my face every morning「毎朝顔［ひげ］をそる」
・shave 0.01 seconds off the world record「世界記録を 0.01 秒縮める」

□ erect [irékt]　（建物など）を建てる，…を組み立てる　【形】直立した

・erect a fence around the yard「庭の周りにフェンスを建てる」
・stand erect without moving「身動きせずに直立する」

□ flush [flʌ́ʃ]　（トイレなど）を水で洗い流す，〔be flushed with で〕…で（顔が）紅
潮する・赤らむ　【名】（トイレの）水洗，（顔の）紅潮

・Don’t forget to flush the toilet.「トイレ（の水）を流すのを忘れるな」
・She [Her face] was flushed with excitement. 

「彼女は興奮で（顔を）紅潮していた［彼女の顔は興奮で紅潮していた］」

□ soothe [súːð]　…をなだめる・落ち着かせる，…を和らげる〔薬などが痛みなど
を〕

・soothe a baby to sleep「赤ちゃんをなだめて寝かせる」
・Mint leaves will soothe your upset stomach. 

「ミントの葉はあなたの胃もたれを和らげるでしょう」

□ barren [bǽr(ə)n]　不毛の・実を結ばない〔土地・植物・人の努力など〕

・barren land「不毛の土地」
・a barren discussion「不毛な議論」

□ imminent [ímənənt]　差し迫った・間近に迫った〔危険・あらし・出発などが〕

・the imminent danger of global warming 
「差し迫った地球温暖化の危険」

□ monotonous [mənάːtnəs]　単調な・変化のない

・a monotonous life in the country「田舎の単調な生活」
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・a market stall「市場の露店（商）」

□ perish [périʃ]　（災害・戦争などで）死ぬ〔die の堅い語〕，（物・事が）消滅する・
朽ちる

・perish in the air crash「墜落事故で死ぬ」
・The Roman Empire perished in the fifth century. 

「ローマ帝国は 5 世紀に消滅した」

□ shatter [ʃǽtə(r)]　…を粉々にする・砕く〔物・希望・夢など〕，（粉々に）砕ける

・Her peaceful life was shattered by the war. 
「彼女の平和な暮らしは戦争で打ち砕かれた」

・shatter into pieces「粉々に砕ける」

□ wreck [rék]　（物）を破壊する，（人・事）を破綻させる　【名】残骸

・The whole building was wrecked by the explosion. 
「その爆発によってビル全体が破壊された」

・The war has wrecked people’s lives. 
「その戦争は人々の生活を破綻させた」

□ reap [ríːp]　…を得る・受ける〔利益・報いなど〕，…を収穫する〔作物など〕

・reap the benefits of technological advances 
「技術的進歩の恩恵を受ける」

・reap the fruits of one’s efforts「努力の成果を得る」

□ nourish [nə́ː(r)iʃ]　（物が）…に栄養を与える，…をはぐくむ〔感情・希望など〕

・nourish plants「植物に栄養を与える」
・nourish a peaceful mind in a healthy body 

「健康な体に穏やかな心をはぐくむ」

□ graze [gréiz]　（家畜が）牧草を食べる，（家畜）に牧草を食べさせる， 
…をすりむく〔皮膚など〕　【名】かすり傷

・Cattle are grazing on the grassland.「牛が草原で牧草を食べている」
・graze cattle on grasslands「牧草地で牛に牧草を食べさせる」
・graze my legs and knees「脚をひざをすりむく」

□ tick [tík]　（時計が）チクタク音を立てる・時を刻む 
【名】カチカチという音，ダニ

・The clock was ticking.「時計はチクタク音を立てていた［時を刻んでいた］」
・Ticks transmit Lyme disease to humans. 

「ダニは人間にライム病を伝染させる」

□ scramble [skrǽmbəl]　よじ登る，（…を求めて・…しようと）大急ぎで動く， 
…をかき混ぜる〔卵・情報など〕　【名】よじ登ること，大急ぎ，奪い合い

・scramble up a rocky slope「岩山をよじ登る」
・scramble for seats「席を求めて殺到する［奪い合う］」
・scramble the data「データをかき混ぜる〔スクランブルをかける〕」

□ adore [ədɔ́ː(r)]　（物・事）が大好きである，（人）を熱愛する

・adore a cup of morning tea「一杯のモーニングティが大好きである」
・She adores her pet cat「彼女は飼い猫を熱愛している」

□ haunt [hɔ́ːnt]　（考えなどが）（人）につきまとう，（幽霊が）（場所）に出没する〔※
(be) haunted by A（考え・幽霊など）が多い〕

・be haunted by memories of the war 
「戦争の記憶につきまとわれる［さいなまれる］」

・an old house haunted by ghosts「幽霊が出没する古い家」

□ browse [bráuz]　（…を）ぶらぶら見て歩く〔店・ネットなど〕，ざっと目を通
す〔本・雑誌など〕　【名】ぶらぶら見て歩くこと，ざっと目を通すこと

・browse (in) the store「店（の中）をぶらぶら見て歩く」
・browse through the book「本にざっと目を通す」
・browse the web [the Internet] 

「ウェブ［インターネット］ページを見て歩く」

□ flatter [flǽtə(r)]　（人）をおだてる，〔flatter oneself で〕うぬぼれる， 
〔be flattered で〕うれしく［光栄に］思う

・Don’t flatter me!「おだてないで［お世辞を言わないで］」
・Don’t flatter yourself.「うぬぼれるな」
・I am flattered to be offered the job. 

「その仕事を与えていただいて光栄に思います」

□ articulate [ɑː(r)tíkjəlèit]　…を明確［的確］に表現する〔考えなど〕 
【形】 [ɑː(r)tíkjəlit]　（考えなどが）明確な

・articulate one’s idea「考えをはっきり言う」
・an articulate idea「明確な［理路整然とした］考え」

□ stall [stɔ́ːl]　エンストする，（事が）行き詰まる 
【名】露店・屋台，立ち往生・行き詰まり

・My car stalled in the middle of the crossing. 
「車が交差点の真ん中でエンストした」

・Trade negotiations have stalled.「貿易交渉は行き詰まっている」



28 29

● Level 8Strategy Plus 2000

2 名　詞

□ plug [plʌ́g]　（電気コードの）プラグ〔差し込み〕， （浴槽などの）栓 
【動】（電気機器）のプラグを差し込む，（穴など）を栓をする・ふさぐ

・pull (out) the plug from the outlet 
「コンセントからプラグ［電源コード］を引き抜く」〔※ outlet「コンセント」〕

・put the plug in the outlet「コンセントにプラグ［電源コード］差し込む」
・plug my computer in「コンピュータのプラグを差し込む」 

〔※「プラグを抜く」は unplug〕

□ probe [próub]　調査・探査，（無人）探査機　【動】…を調査する・探る

・a lunar probe plan「月探査計画」
・a space probe「宇宙探査機」
・probe the nature of dark matter 

「ダークマター［暗黒物質］の性質を探る」

□ staple [stéipəl]　必需食料品，（ホッチキスなどの）針　【形】主要な 
【動】…をホッチキスで留める［とじる］

・Miso is a staple of Japanese cuisine. 
「味噌は日本料理［和食］の必需（食料）品である」

・Rice is the staple food of 3 billion people around the world. 
「米は世界中の 30 億人の主食である」

□ strand [strǽnd]　（1 本の）糸・ひも・針金，ストランド〔糸に通したもの・鎖状
のもの〕，構成要素　【動】〔be stranded で〕立ち往生する・座礁する

・The cable consists of seven strands of wire. 
「そのケーブルは 7 本の針金からできている」

・a strand of DNA「DNA 鎖」
・Thousands of refugees were stranded on the border. 

「何千人もの難民が国境で立ち往生した［足止めされた］」

□ litter [lítə(r)]　（散らかった）ごみ〔紙くず・空きかん・空きびんなど〕 
【動】（場所）に（ごみを）散らかす

・Don’t drop litter.「ごみを捨てるな」
・The park was littered with bottles and cans. 

「公園は瓶や缶で散らかっていた」

□ stalk [stɔ́ːk]　…のあとをそっとつける，…にしつこくつきまとう 
【名】（植物の）茎

・stalk deer through the woods「森中を鹿のあとをつける」
・stalks of sugarcane「サトウキビの茎」

□ offset [ɔːfsét]〔offset - offset〕　…を相殺する・埋め合わせる〔損失・利益など〕
　【名】 [ɔ́ːfset]　相殺するもの，オフセット（印刷）

・The benefits of biofuels may be offset by serious environmental 
problems. 

「生物燃料の利点は深刻な環境問題で相殺されるかもしれない」
・carbon offset「カーボンオフセット」 

〔※排出する CO2 の量に見合う金額を CO2 削減事業などに寄付すること〕
・an offset press「オフセット印刷機」

□ forge [fɔ́ː(r)dʒ]　…を作り出す・築く〔関係など〕，…を偽造する 
【名】鍛冶場［炉］

・forge close relationships with the neighboring countries 
「近隣諸国と緊密な関係を築く」

・forge a passport「パスポートを偽造する」

□ sway [swéi]　（ゆっくりと）揺れる，…を揺り動かす〔物・人・意見など〕 
【名】（穏やかな）揺れ

・sway from side to side.「左右に（ゆっくり）揺れる」
・The movie swayed the audience.「その映画は観客の心を揺り動かした」

□ flap [flǽp]　…をパタパタ［バタバタ］動かす〔翼・旗など〕，パタパタ［バタバ
タ］動く　【名】フラップ〔平たい物で片方が固定されてパタパタ動くもの〕，

（旗・翼などの）はためき［羽ばたき］（の音）

・The bird flapped its wings and flew away. 
「その鳥は（羽を）羽ばたいて飛び去った」

・The flags were flapping in the wind.「旗は風の中ではためいていた」

□ defy [difái]　…を無視する・逆らう〔規則・権力・慣習・重力など〕， 
…を拒む〔解決・理解など〕

・defy social conventions「社会的慣習を無視する」
・defy gravity by standing upright「真っすぐに立って重力に逆らう」
・a phenomenon that defies human comprehension 

「人間の理解を拒む現象」
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・atomic blast「核爆発（の爆風）」
・A powerful bomb blasted the building. 

「強力な爆弾がビルを爆破した」

□ premium [príːmiəm]　保険料，割増金　【形】高品質の，割増しの

・a life insurance premium「生命保険の保険料」
・a premium of 5 percent「5 ％の割増金」
・a premium ice cream「高級アイスクリーム」

□ token [tóuk(ə)n]　（気持ちなどを示す）しるし，〔by the same token で〕同様に・
同じ理由で，トークン〔代用コイン〕　【形】わずかな・形ばかりの

・Please take this as a token of my appreciation.「感謝のしるしとして
これを受け取ってください」〔※贈り物の添える言葉〕

・make only a token effort「形だけの（わずかな）努力をする」

□ pulse [pʌ́ls]　脈拍（数），パルス〔音・電気・電波などの〕 
【動】脈打つ・鼓動する

・check my pulse and blood pressure「脈拍と血圧を調べる［測る］」
・a pulse of laser light「レーザー光線のパルス」

□ gauge [géidʒ]　ゲージ〔計測器〕，尺度〔判断・評価の〕 
【動】…を測定［計測］する

・a temperature gauge「温度計」
・GDP is a gauge of economic activity.「GDP は経済活動の尺度である」

□ spike [spáik]　スパイク〔大くぎ〕，急上昇〔物価などの〕 
【動】急騰［急上昇］する，…に大くぎを打ちつける

・boots with metal spikes「金属製くぎ付きのブーツ」
・a spike in the gold price「金価格の急上昇」

□ leftover [léftòuvə(r)]　〔～ s で〕（料理の）残り物，過去の遺物 
【形】残り物の〔※ be left over で「（食べ物などが）残っている」〕

・ask for doggy bags to take leftovers home 
「食べ残りを家に持ち帰るためにドギーバックを求める」

・use leftover materials「残り物の材料を使う」

□ scoop [skúːp]　大さじ（1 すくい分），スクープ〔特ダネ〕 
【動】…を（スプーン・手などで）すくい上げる，（他社）を（特ダネで）出し抜く

・a scoop of ice cream「ひとすくいのアイスクリーム」
・the big scoop of the day「本日の大スクープ」
・scoop the fish up with a net「ネットで魚をすくい上げる［すくい取る］」

□ bulk [bʌ́lk]　〔the bulk (of) で〕（…の）大部分，〔in bulk で〕まとめて，容積・か
さ，　【形】大量の・大口の

・The bulk of food wasted comes from households. 
「無駄にされた［捨てられた］食料の大部分は家庭から出される」

・buy food in bulk「食料をまとめ買いする」
・bulk buying「大量購入［まとめ買い］」

□ eruption [irʌ́pʃ(ə)n]　（火山の）爆発，勃発・発生〔騒動・病気など〕

・a massive volcanic eruption「大規模な火山爆発［噴火］」
・an eruption of violence「暴力事件［武力衝突］の発生」

□ mold [móuld]　〔英〕mould かび，型〔鋳型・流し型など〕 
【動】…を成型する・形成する〔物・人格〕

・Mold is growing on the bread.「パンにかびが生えている」
・pour the concrete into the mold.「コンクリートを型に流し込む」
・Her personality was molded by her strict parents. 

「彼女の性格は厳格な両親によって形成された」

□ meditation [mèdətéiʃ(ə)n]　瞑想〔宗教的〕，〔～ s で〕熟考

・practice Zen meditation「禅の瞑想をする［座禅をする］」
・meditations on modern art「現代アートについての熟考［省察］」

□ tactic [tǽktik]　〔通例～ s で〕方策・戦術・駆け引き

・tactics to survive in the harsh environment 
「厳しい環境の中で生き残る方策」

・survival tactics「生き残り戦術」

□ curse [kə́ː(r)s]　のろい（の言葉），災いのもと〔のろわれたもの〕 
【動】ののしる・暴言を吐く

・the pirate captain’s curse「海賊船長ののろい」
・Stress is the curse of modern life. 

「ストレスは現代生活の災いのもとである」

□ longevity [lɑːndʒévəti]　寿命，長寿

・enhance longevity「寿命を延ばす
・Happiness is associated with health and longevity. 

「幸福は健康と長寿に関係している」

□ blast [blǽst]　突風，爆発　【動】…を爆破する，…を激しく非難する，

・the blast of the explosion「爆発による爆風」
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3 形容詞

□ secondhand [sèkəndhǽnd]　中古の，間接的な　【副】中古で，間接的に

・secondhand books「古本」
・secondhand smoke「間接的煙［副流煙］」

□ intermediate [ìntə(r)míːdiit]　（レベルが）中級の，中間の　【名】中級者

・an intermediate level of English「英語の中級レベル」
・an intermediate product in the digestion of starch 

「でんぷんの消化過程の中間生成物」

□ hollow [hάːlou]　（中が）空洞の，うつろな・むなしい　【名】くぼみ・へこみ

・a hollow tree「中が空洞の木」
・a hollow laugh「うつろな笑い声」

□ idle [áidl]　（物が）使用されていない，（人が）仕事をしていない・遊んでいる　
【動】（車などが）アイドリングする，（人が）ぶらぶらしている 
〔＊ idol「アイドル・偶像」と混同しないこと（発音は同じ）〕

・The machine has been idle for three months. 
「その機械は 3 か月も使われていない」

・The number of idle young adults is increasing. 
「仕事をしていない［無職の］若者の数が増えている」

□ legitimate [lidʒítəmit]　合法の，正当な・もっともな

・legitimate interests of business「企業の正当な［合法的な］利益」
・a legitimate reason「正当な［もっともな］理由」

□ ripe [ráip]　熟した・実った〔果物な・機が〕

・ripe fruits「熟した果物」
・The time is ripe for change.「変化の機が熟している［変革の時だ］」

□ brutal [brúːtl]　残酷な・残忍な〔人・行為が〕，冷酷な・厳しい〔現実・現象が〕

・brutal treatment of prisoners「囚人の残酷な取り扱い［虐待］」
・the brutal reality of the society「社会の冷酷な現実」

□ vacant [véikənt]　空いている〔家・部屋・座席など〕，空席の〔職・地位など〕，
うつろな〔心・表情など〕

・a vacant lot [vacant land]「空き地」〔※ lot「（土地の）一区画」〕
・the vacant position of Vice President「空席の副社長［大統領］職」

□ riddle [rídl]　なぞ・不可解な事［人］　【動】〔be riddled with で〕（穴・欠陥など）
だらけの［でいっぱいの］〔※ riddle「（目の粗い）ふるい」の意味から〕

・solve the riddle of the pyramids「ピラミッドのなぞを解く」
・Europa’s surface is riddled with cracks. 

「エウロパの表面はひびだらけである」※エウロパ（木星の第 2 衛星）

□ wit [wít]　ウイット〔機知〕，〔～ s で〕機転〔頭の回転が早いこと〕

・a speech with wit and humor 
「ウイットとユーモアのあるスピーチ」

・He had the quick wits to call for help. 
「彼は助けを求める（とっさの）機転があった［機転を利かせて助けを求めた］」

□ freight [fréit]　貨物，貨物便，運賃・運送料　【動】…を運送する・輸送する

・a freight train「貨物列車」
・send goods by air freight「商品を航空貨物便で送る」

□ prototype [próutətàip]　プロトタイプ〔新製品などの試作品〕，原型・基本型

・a prototype of a self-driving car「自動運転車の試作車」
・a prototype of post-capitalist society「脱資本主義社会の原型」

□ protocol [próutəkɔ’ːl]　（条約）議定書，研究［治療］計画（案），儀礼・作法

・the Kyoto Protocol「京都プロトコル［議定書］」
・a research protocol「研究プロトコル［計画書］」

□ resonance [rézənəns]　共鳴・反響〔物理的・心理的〕

・magnetic resonance imaging「磁気共鳴映像法（MRI）」
・have a deep, emotional resonance「心に深く響くものがある」

□ knot [nάːt]　結び（目），こり〔筋肉の〕，ふし〔木などの〕，ノット〔船・飛行機
の速度の単位〕　【動】…を結ぶ

・tie a knot in the rope「ロープに結び目を作る」
・a knot in my shoulder「肩のこり」
・knot a tie「ネクタイを結ぶ」

□ ornament [ɔ́ː(r)nəmənt]　装飾（品）・装身具　【動】 [ɔ́ː(r)nəmènt]　飾る

・an antique ornament「骨董装飾品」
・be ornamented with gold「金で装飾されている」
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□ gloomy [glúːmi]　憂うつな，悲観的な，薄暗い

・put on a gloomy expression「憂うつそうな表情をする」
・gloomy predictions「悲観的な予想」

□ sober [sóubə(r)]　しらふで〔酔っていない〕，冷静な〔態度・行動・判断など〕

・He is sober now.「彼は今，しらふだ」
・make a sober judgment「冷静な判断をする」

□ extravagant [ikstrǽvəgənt]　ぜいたくな，度を越した・過度な

・an extravagant lifestyle「ぜいたくな暮らしぶり」
・make an extravagant claim「途方もない主張［法外な要求］をする」

□ vintage [víntidʒ]　ビンテージものの・極上の〔ワインなど〕，年代物の〔車・衣
服など〕　【名】…年もの（のワイン），…年製〔製品など〕

・a vintage wine「ビンテージものの［高級な］ワイン」
・a vintage car「ビンテージカー［クラシックカー］」

□ acoustic [əkúːstik]　音響の，アコースティックの〔アンプを使わない〕

・acoustic waves「音響波［音波］」
・an acoustic guitar「アコースティックギター」

□ outright [áutrait]　完全な，あからさまな　【副】完全に，あからさまに

・(an) outright victory「完全な［圧倒的な］勝利」
・an outright lie「あからさまな［真っ赤な］うそ」

□ pervasive [pə(r)véisiv]　全面的に広がった・普及した，（においなどが）充満
した

・a pervasive influence on our culture「我々の文化への広範囲の影響」
・The smell of smoke was pervasive in the room. 

「煙の臭いが部屋中に充満していた」

□ stern [stə́ː(r)n]　厳格な〔人・表情など〕，厳しい〔批判・警告・措置など〕

・a stern look「いかめしい表情」
・come in for stern criticism「厳しい批判を受ける［浴びる］」

□ bald [bɔ́ːld]　（頭が）はげた・（木が）葉のない，ありのままの・そっけない〔文
体・発言など〕

・a bald head「はげ頭」
・a bald mountain「はげ山」
・accept the bald facts「ありのままの事実を受け入れる」

□ beloved [bilʌ́vd]　最愛の，愛用の　【名】 [bilʌ́vid]　最愛の人

・his beloved daughter「彼の最愛の娘［まな娘］」
・her beloved piano「彼女の愛用のピアノ」

□ foremost [fɔ́ː(r)moust]　最重要の，まず第一の

・one of the world’s foremost historians「世界的の主要な歴史家の一人」
・first and foremost「真っ先に，（まず）一番に」〔※イディオム〕

□ slender [sléndə(r)]　ほっそりした・すらりとした，わずかな・乏しい

・long, slender legs「長くほっそりした脚」
・be based on slender evidence「わずかな証拠［根拠］に基づく」

□ subordinate [səbɔ́ː(r)dnit]　下位の，副次的な・従属する　【名】部下

・a subordinate position「下の地位］」
・All legislation is subordinate to the constitution. 

「すべての法令は憲法に従う」
・an immediate subordinate「直属の部下」

□ mighty [máiti]　強力な，巨大な，並はずれた〔程度が〕　【副】すごく

・a mighty engine of economic growth「経済成長への強力な原動力」
・mighty mountains of the Himalayas「ヒマラヤ山脈の巨大な山々」

□ diplomatic [dìpləmǽtik]　外交の・外交的な，如才のない・かけ引きのうまい

・establish diplomatic relations「外交関係を樹立する」
・She is diplomatic.「彼女は如才がない」

□ robust [roubʌ́st]　頑健な・頑丈な・しっかりした〔人・物・組織が〕

・be in robust health「壮健である」
・a robust economic growth「力強い［堅調な］経済成長」

□ foul [fául]　ひどくいやな〔におい・味・言葉など〕，反則の 
【動】ファウルする〔反則する・ファウルを打つ〕　【名】反則・ファウル

・use foul language「汚い言葉」
・foul play「不正行為，反則」（⇔ fair play）

□ tender [téndə(r)]　優しい，柔らかい

・tender loving care「優しく愛情のこもった世話」
・The meat is tender and tasty.「その肉は柔らかくておいしい」



36 37

● Level 8Strategy Plus 2000

5  フレーズで覚える

1 動　詞

□ impair [impéə(r)]　（事・物が）…を低下させる〔機能・質など〕

・Any amount of alcohol will impair your ability to drive safely. 
「いかなる［わずかな］量のアルコールでも安全に運転する能力を低下させる」

□ evoke [ivóuk]　（事・物が）…を呼び起こす〔感情・反応など〕

・The announcement evoked a positive response from the people. 
「その発表は人々から肯定的な反応を呼び起こした」

□ extinguish [ikstíŋgwiʃ]　…を消す〔火・たばこなど〕

・extinguish the fire「火を消す［消火する］」

□ simulate [símjəlèit]　…をシミュレートする〔模擬で行う〕

・simulate the process of global warming 
「地球温暖化のプロセスをシミュレートする」

□ exclaim [ikskléim]　（…と）叫ぶ

・exclaim with delight「喜んで叫ぶ」
・“What a fool I am.” he exclaimed.「『私は何てばかなんだ』と彼は叫んだ」

□ expire [ikspáiə(r)]　（契約期間・有効期限などが）切れる

・My visa expires in January.「私のビザは 1 月に（期限が）切れる」

□ hatch [hǽtʃ]　（ひな・卵が）かえる〔孵化する〕・（ひな・卵）をかえす 
【名】ハッチ〔船・飛行機などの出入り口〕

・The eggs hatch in 20 days.「卵は 21 日後に孵化する」

□ despise [dispáiz]　…を軽べつする

・despise greedy people「欲の深い人を軽べつする」

□ recite [risáit]　（聴衆の前で）…を暗唱［朗読］する

・recite a poem in front of the class「クラスの前で詩を朗読する」

□ formidable [fɔ́ː(r)mədəbəl]　手ごわい・恐るべき〔問題・敵など〕

・a formidable challenge「手ごわい課題」
・a formidable opponent「手ごわい相手」

□ grim [grím]　厳しい〔状況など〕，厳しい・険しい〔人 ･ 表情・声など〕

・grim realities of life「人生の厳しい現実」
・a grim face「険しい顔」

□ savage [sǽvidʒ]　どう猛な・残忍な，容赦ない・痛烈な

・savage beasts「どう猛な野獣［猛獣］」
・a savage attack「容赦ない［激しい］攻撃［痛烈な非難］」
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□ tremble [trémbəl]　震える・振動する〔人・体・地面・建物など〕

・tremble with fear「恐怖で震える」
・The building trembled during the earthquake. 

「ビルは地震の間揺れた」

□ outnumber [autnʌ́mbə(r)]　…より数で勝る

・Non-native speakers of English now outnumber native 
speakers. 

「現在，ノンネイティブの英語話者がネイティブの話者を数で上回っている」

□ oversee [òuvə(r)síː]〔oversaw - overseen〕　…を監督する〔仕事など〕 
（＝ supervise）

・oversee the project as a consultant 
「コンサルタントとしてプルジェクトを監督する」

□ buzz [bʌ́z]　ブンブンいう・うなるような音を立てる〔ハチ・機械など〕 
【名】ブンブンいう音

・Bees are buzzing around my head. 
「ハチが頭の周りをブンブン飛び回っている」

・Helicopters are buzzing overhead, searching for survivors. 
「ヘリコプターが生存者を探して頭上を飛び回っている」

□ discern [disə́ː(r)n]　…を認識する・見分ける〔差異・遠くのものなど〕

・discern the difference between love and friendship 
「愛情と友情の違いを見分ける」

□ applaud [əplɔ́ːd]　…を称賛する，拍手する

・I applaud your decision to study abroad. 
「留学しようというあなたの決意を称賛します」

□ oppress [əprés]　…を（不当に）圧迫する・迫害する

・oppress the racial or religious minorities 
「民族的あるいは宗教的少数者を圧迫する」

□ boycott [bɔ́ikɑːt]　…をボイコットする〔参加拒否・購買拒否など〕 
【名】ボイコット〔排斥・不買運動〕

・boycott the election「選挙をボイコットする」

□ deteriorate [dití(ə)riərèit]　悪化［劣化］する 〔get worse の堅い語〕

・The global environment has been deteriorating. 
「地球環境は悪化してきている」

□ supervise [súːpə(r)vàiz]　（…を）監督［管理］する〔人・仕事・活動など〕

・supervise the construction work「建設作業を監督する」

□ upgrade [ʌ́pgreid]　…をアップグレードする・改良［改善］する〔機械・建物
など〕　【名】改良・改善

・upgrade the computer system 
「コンピュータシステムをアップグレードする」

□ pierce [píə(r)s]　…を突き通す・突き刺す，貫く・貫通する

・Mosquitoes pierce the skin of animals and suck blood. 
「蚊は動物の皮膚を突き通して血を吸う」

・A sharp pain pierced through my back. 
「鋭い痛みが背中を貫いた」

□ clap [klǽp]　拍手する，（手）をたたく　【名】 拍手（の音）

・The audience cheered and clapped (their hands). 
「聴衆は歓声をあげ拍手した」

□ yawn [jɔ́ːn]　あくびをする　【名】あくび

・She yawned and stretched her arms. 
「彼女はあくびをして腕を伸ばした」

□ sneeze [sníːz]　くしゃみをする　【名】くしゃみ

・Cover your mouth when coughing or sneezing. 
「咳やくしゃみをするときは口をカバーしなさい」

□ linger [líŋgə(r)]　いつまでも残る・長引く〔記憶・痛み・病気など〕（＝ linger on）

・The question lingered in my mind.「疑問は心の中に長く残った」

□ splash [splǽʃ]　（液体がバシャッと）はねる，…に水・液体を（バシャッと）か
ける　【名】（水などの）はねる音

・Rain splashed against the windows.「雨が窓にはね返った」
・The passing car splashed muddy water on me. 

「通り過ぎた車が泥水を私にはねかけた」
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2 名　詞

□ irrigation [ìrəgéiʃ(ə)n]　灌漑（かんがい）

・an irrigation channel「灌漑用水路」

□ feast [fíːst]　祝宴，ごちそう

・a Thanksgiving feast「感謝祭の祝宴［ごちそう］」

□ blur [blə́ː(r)]　ぼんやり見えるもの［状態］ 
【動】…をぼやけさせるを・あいまいにする

・a blur of light「ぼんやり見える光」
・blur the boundaries between reality and fantasy 

「現実と空想の境界をあいまいにする」

□ blink [blíŋk]　まばたき・またたき　【動】まばたきする

・in the blink of an eye「またたく間に，瞬時に」
・without blinking「まばたきせずに」

□ sentiment [séntəmənt]　（感情のまざった）意見・感情

・public/national sentiment「国民感情」

□ rubbish [rʌ́biʃ]　ごみ・がらくた〔英〕（＝ trash〔米〕）

・household rubbish「家庭ごみ」

□ conscience [kάːnʃəns]　良心

・listen to the voice of conscience「良心の声を聴く」

□ manuscript [mǽnjəskrìpt]　原稿

・review the manuscript「原稿を検討する［批評する］」

□ vibration [vaibréiʃ(ə)n]　振動

・the vibrations caused by earthquakes「地震による振動」

□ outfit [áutfìt]　（特別な機会に着る）服装一式，装備一式

・a wedding outfit「結婚式用の礼服一式」

□ hospitality [hɑ̀ːspətǽləti]　もてなし・歓待，接待

・I really appreciate your hospitality. 
「おもてなしに心から感謝いたします」

□ shrug [ʃrʌ́g]　肩をすくめる，（肩）をすくめる 
【名】肩をすくめること

・David shrugged and said, “I don’t know.” 
「デイビッドは肩をすくめて言った『知らない』」

・“I don’t know,” he said with a shrug. 
「『知らない』と彼は肩をすくめて言った」

□ lick [lík]　…をなめる　【名】なめること

・lick an ice cream cone「（コーンカップ入り）アイスクリームをなめる」

□ patrol [pətróul]　…をパトロールする・巡回する〔地域・建物など〕 
【名】パトロール〔巡回〕

・patrol the streets「通りをパトロールする」

□ crave [kréiv]　…を渇望する（＝ long for）

・All children crave love and attention. 
「すべての子どもは愛情と注目を渇望している」

□ clothe [klóuð]　〔be clothed で〕（…を）着ている

・be clothed in a dark suit「ダークスーツを着ている」

□ slap [slǽp]　…を（平手などで）打つ・たたく　【名】平手打ち・びんた

・slap his face [him in the face]「彼の顔を引っぱたく」

□ mock [mάːk]　…をあざける・ばかにする　【形】模擬の，偽の

・Socrates mocked Athenian ideas of democracy. 
「ソクラテスはアテナイ人の民主主義の考えをあざけった」

・a mock trial「模擬裁判」

□ ascend [əsénd]　上昇する・昇る，…を上がる・登る〔climb の堅い語〕
（⇔ descend）

・ascend to a height of 1500 feet「1500 フィートまで上昇する」
・ascend the organizational hierarchy「組織のヒエラルキーを登る」

□ perplex [pə(r)pléks]　〔be perplexed で〕当惑する

・be perplexed by their negative responses 
「彼らのネガティブな反応に当惑する」

□ unveil [ʌnvéil]　…を発表する・公開する

・unveil the new iPhone「新しい iPhone を発表［公開］する」
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□ congestion [kəndʒéstʃ(ə)n]　（場所・交通の）混雑・渋滞

・urban traffic congestion「都市部の交通混雑」

□ farewell [fèə(r)wél]　別れ

・say farewell to a loved one「愛する人に別れを告げる」
・a farewell party「送別会」

□ metabolism [mətǽbəlìzəm]　新陳代謝

・increase/boost your metabolism「新陳代謝を高める」

□ nuisance [núːsəns]　迷惑［厄介］〔行為・人・もの〕

・a nuisance to the neighbors「近所（の人）の迷惑（な行為・人・もの）」
・It’s a nuisance having to do it. 

「それをしなければならないのは厄介［面倒］だ」

□ deed [díːd]　行為・行い〔action の堅い語〕

・translate words into deeds「言葉を行為に移す」

□ slot [slάːt]　スロット・挿入［投入］口　【動】…を差し込む・はめ込む

・put a coin in the slot「硬貨をスロット［投入口］に入れる」

□ deficiency [difíʃənsi]　不足・欠乏，欠陥

・vitamin deficiency「ビタミン欠乏（症）」
・immune deficiency「免疫不全（症）」

□punctuation [pʌŋktʃuéiʃən]　句読法〔句読点などの使い方〕，〔総称的に〕句読点

・follow the punctuation「句読法を守る」
・punctuation (marks)「句読点」

□ propaganda [prɑ̀ːpəgǽndə]　プロパガンダ〔主義・思想の宣伝〕

・political propaganda「政治的プロパガンダ」

□ sanitation [sæ’nətéiʃ(ə)n]　公衆衛生，衛生設備

・a sanitation service「公衆衛生事業」

□ temperament [témprəmənt]　気性，気質

・have an artistic temperament「芸術家的気質をもつ」

□ debut [deibjúː]　デビュー〔初登場・初公開〕 
【動】デビューする〔初登場する・初公開される〕

・make his debut in the Major Leagues 
「メジャーリーグにデビューする」

□ tan [tǽn]　（日焼けによる）小麦色　【動】日焼けする　【形】黄褐色の

・get a tan on the beach「ビーチでで日焼けする」

□ artifact [άːrtifæ’kt]　人工物・遺物〔自然の物に対して〕

・dig for artifacts in a cave「人工物［遺物］を探して洞窟を掘る」

□ nuance [núːɑːns]　ニュアンス〔微妙な違い〕

・capture the nuance of each word in the context 
「文脈の中でそれぞれの語のニュアンスをとらえる」

□ subsidy [sʌ́bsədi]　補助金・助成金

・a subsidy for scientific research「科学的研究への補助金」

□ torture [tɔ́ː(r)tʃə(r)]　拷問　【動】…を拷問にかける，（感情などが）…を苦しめる

・confess to the crime under torture 
「拷問されて犯罪を白状する」

・be tortured to death「拷問を受けて死ぬ」

□ pit [pít]　穴・くぼみ　【動】…に穴［くぼみ］を作る

・dig a fire pit「炉を掘る」〔※ fire pit で「炉」〕
・an orchestra pit「オーケストラピット［ボックス］」

□ pastime [pǽstaim]　娯楽・気晴らし

・My favorite pastime is painting. 
「私の一番の娯楽は絵をかくこと［絵画］です」

□ wrinkle [ríŋkəl]　しわ〔皮膚・衣類などの〕 
【動】（顔など）にしわを寄せる，しわが寄る

・wrinkles around her eyes「彼女の目元のしわ」

□ feat [fíːt]　偉業，はなれ業

・the greatest scientific feat「最大の科学的偉業」

□ predecessor [prédəsèsə(r)]　前任者，前身

・the evolutionary predecessor of birds「進化における鳥の前身［祖先］」
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□ tame [téim]　（動物などが）飼いならされた　【動】（野生動物）を飼いならす

・a tame lion「飼いならされたライオン」
・tame wild animals「野生動物を飼いならす」

□ feminine [fémənin]　女らしい，女性の

・a high feminine voice「高い女性らしい声」

□ timid [tímid]　臆病な

・speak in a timid voice「臆病そうな声で話す」

□ bizarre [bizάː(r)]　奇妙な・風変わりな

・the man’s bizarre behavior「その男の奇妙な態度」

□ damp [dǽmp]　湿っぽい・ぬれた

・damp weather「湿った気候」
・a damp cloth「ぬれた服」

□ enlightened [inláitnd]　啓発された，賢明な・見識のある

・the enlightened age of Meiji「明治の文明開化時代」
・an enlightened person「賢明な［見識のある］人」

□ wicked [wíkid]　意地悪な〔道徳的に悪い〕

・a wicked person　「意地悪な人」

□ divine [dəváin]　神の・神聖な

・divine power「神の力」

□ reckless [réklis]　無謀な・向こう見ずな

・a reckless driver「無謀な運転手」

□ masculine [mǽskjəlin]　男らしい・男の（⇔ feminine）

・a powerful masculine voice「力強い男性的な声」

□ perpetual [pə(r)pétʃuəl]　絶え間のない・ひっきりなしの　

・the perpetual traffic noise「ひっきりなしの交通騒音」

□ ingenious [indʒíːnjəs]　独創的な・巧妙な〔考え・方法・装置などが〕

・an ingenious device「独創的な工夫［装置］」

3 形容詞

□ faraway [fάːrəwèi]　遠くの・遠方の〔場所的・時間的〕

・travel to faraway places「遠隔の地を旅する」

□ gorgeous [gɔ́ː(r)dʒəs]　ゴージャスな〔華やかで美しい・すばらしい〕

・a gorgeous palace「豪華な宮殿」
・a gorgeous view「すばらしい眺め」

□ corrupt [kərʌ́pt]　堕落した・不正の　【動】…を堕落させる〔人・伝統など〕

・a corrupt politician「堕落した政治家」

□ authentic [ɔːɵéntik]　本物の・真正の

・authentic Italian cuisine「本物の［本格的な］イタリア料理」

□ earnest [ə́ː(r)nist]　真剣な・熱心な　【名】本気・まじめ

・an earnest conversation「真剣な会話［話し合い］」
・be in earnest「本気である」

□ weird [wíə(r)d]　奇妙な

・a weird feeling「奇妙な感じ［感覚］」

□ arrogant [ǽrəgənt]　（人・態度などが）横柄な・傲慢な

・an arrogant attitude「横柄な態度」

□ affluent [ǽfluənt]　裕福な，豊富な

・an affluent society「豊かな社会」

□ definitive [difínətiv]　 最終的な［決定的な］・決定版の

・a definitive answer「最終（的な）回答」
・definitive proof of global warming「地球温暖化の決定的証拠」

□ demographic [dèməgrǽfik]　人口（統計上）の　【形】〔～ s で〕人口統計

・a change in the demographic structure 
「人口構造［構成］の変化」

□ naive [naiíːv]　世間知らずの，素朴な

・a naive customer「世間知らずの客」〔だまされやすい客〕
・a naive question「素朴な質問」
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4 副　詞

□ overhead [òuvə(r)héd]　頭上に［を］　【形】 [óuvə(r)hèd]　頭上の

・fly overhead「頭上［上空］を飛ぶ」

□ thereafter [ðerǽftə(r)]　その後

・shortly thereafter「その後間もなく」

□ upright [ʌ́prait]　背筋を伸ばして・直立して　【形】直立した・垂直の

・sit/stand upright「背筋を伸ばして座る［立つ］」
・Please put your seat in an upright position. 

「座席を真っ直ぐの位置に戻してください」

□ whereby [weə(r)bái]　それによって…する〔関係詞〕（＝ by which）

・Digestion is a process whereby food is broken down chemically 
into smaller molecules. 

「消化は食べ物がより小さな分子に化学的に分解されるプロセスである」

□ whatsoever [wʌ’tsouévə(r)]　〔no [not ... any] A whatsoever で〕少しの A も
ない〔強調〕

・There is no evidence whatsoever that .... 
「…という証拠はまったくない」

5 前置詞

□ amid [əmíd]　…のさなかに〔混乱・騒動など〕，…の中に［で］

・amid a severe economic depression「厳しい経済不況のさなかに」

□ minus [máinəs]　…を引いた　【形】マイナスの・負の　（⇔ plus）

・Five minus three equals two.「5 引く 3 は 2」
・minus 273 degrees Celsius「マイナス 273 ℃」

□ notwithstanding [nɑ̀ːtwiɵstǽndiŋ]　…にもかかわらず 
【副】それにもかかわらず

・..., notwithstanding these pessimistic predictions 
「これらの悲観的な予想にもかかわらず…」

□ botanical [bətǽnikəl]　植物の，植物学（上）の

・a botanical garden「植物園」

□ synthetic [sinɵétik]　合成の　【名】〔～ s で〕（合成）化学製品

・synthetic fiber「合成繊維」

□ optimal [άːptəməl]〔※ optimum とも〕　最適の・最善の

・the optimal solution to the problem 
「問題の最適な解決策［最適解］」

□ respiratory [résprətɔ’ːri]　呼吸（器）の

・the respiratory system「呼吸器系」
・respiratory distress「呼吸困難」

□ empirical [impírikəl]　経験［実験］による・実証的な

・empirical evidence「経験［実験］による証拠」

□ intricate [íntrikit]　複雑な・込み入った

・an intricate network of nerves and blood vessels 
「神経と血管の複雑なネットワーク」

□ lethal [líːɵəl]　致死（性）の，極めて危険な

・a lethal dose of radiation「致死量の放射線」

□ ubiquitous [juːbíkwətəs]　至る所にある・遍在する

・the ubiquitous vending machine「至る所にある自動販売機」
・Vending machines are ubiquitous in Japan. 

「日本には自動販売機が至る所にある」

□ concise [kənsáis]　簡潔な〔文章・言葉などが〕

・a concise statement of the facts「事実の簡潔な陳述」

□ dumb [dʌ́m]　ばかな・ばかげた〔人・発言・考えなど〕

・a dumb question「ばかげた質問」

□ tedious [tíːdiəs]　（単調・冗長で）飽き飽きする・うんざりする 
〔※ boring の堅い語〕

・a long and tedious discussion「長くて飽き飽きする話し合い」
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6 接続詞

□ lest [lést]　〔lest S (should) do で〕…しないように・…するといけないから 
 〔※文語的表現。so that S do not や for fear (that) S V などを使う〕

・Lest the reader misunderstand, it should be emphasized that ... 
「読者が誤解しないように［するといけないので］…ということを強調しなけれ
ばならない」


