
語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
abandon 90D 動 放棄する
ability 73D 名 能力
abolish 78B 動 廃止する
about 88D be about to もうすぐ～する
above all 72B とりわけ
absence 67C 名 不在
absolutely 76C 副 まったく
absolutely not 76C とんでもない
absorb 68D 動 吸収する
accomplish 74B 動 成し遂げる
account 67C 動 説明する

67C account for ～を説明する
accurate 71C 形 正確な
achieve 78D 動 成し遂げる
act 75C 動 行動する
action 88C 名 活動
ad 61C 名 広告
adjective 61A 名 形容詞
administrative 89C 名 行政上の
admire 74A 動 賞賛する
adulthood 81D 名 成人期
advance 78B 名 前進

78B in advance 前もって
advertiser 61C 名 広告主
affair 65C 名 事情
affect 80D 動 影響する
afraid 66B be afraid to こわくて～できない
after all 73C けっきょくは

81B だって～だから
afterwards 79A 副 後に
aggressive 88D 形 攻撃的な
agriculture 68C 名 農業
ahead 71C 副 前方へ

71C ahead of ～より前に
aid 75D 名 助け

75D first aid 応急手当
air 70D 名 大気
alarm 82A 名 目覚まし時計
alive 74D 形 生きている
all 66C in all 全部で
allergic 82D 形 アレルギーの
allow 79D 動 許す
altogether 82B 副 全部で
amaze 71B 動 驚かせる
ambition 78D 名 野望
amount 68B 名 量
animal 84D warm-blooded animals 恒温動物
animal 84D cold-blooded animals 変温動物
ankle 82B 名 足首
announce 78C 動 発表する
annually 89C 副 毎年
anti 80A 名 反対者
anywhere 70B 副 どこでも
appear 63D 動 現れる

74D 動 ～に見える
appreciate 74A 動 良さを認める
approach 83C 動 近づく
appropriate 78C 形 適切な
archery 87B 名 アーチェリー
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architect 74A 名 建築家
argue 62D 動 議論する

62D argue against ～に反対の意見を述べる
army 65C 名 陸軍
around 69A 副 あちこちに

81D ～にしたがって
arrange 81D 動 調整する
arrow 63A 名 矢
artery 69B 名 動脈
article 61A 名 冠詞
artificial 74C 形 人工の
as 61D 接 ～につれて

67A ～するように
69A ～なので
73C ～するとき
89A ～だけれども
65D 代 それは～だが
80A 前 ～のとき
80B just as ちょうど同様に～で

as far as 84A ～するかぎり
as for 73B ～はどうかと言えば
as if 73D まるで～のように
as it were 87A いわば
as long as 70B ～するかぎり
as though 76C まるで～のように
as well as 73B ～と同様に
ash 69B 名 灰
ask 83C ask oneself 自問する
asleep 84B be fast asleep ぐっすり眠っている
assembly 78C 名 集会
association 87D 名 協会
astronomy 70A 名 天文学
athletic 82B 形 運動の得意な
atomic 89B 形 原子力の
attack 89B 名 攻撃
attention 77D call attention to ～に注意を促す
attraction 90D 名 魅力
attractive 81B 形 魅力的な
attribute 90B 動 帰する

90B attribute ～ to ･･･ ～を･･･に帰する
Austria 72B 名 オーストリア
auto 89B 名 自動車
autumn 73B 名 秋
available 84D 形 利用できる
avenue 82C 名 大通り
average 64A 形 平均の

89B an average of 平均して～
awake 64A 形 目が覚めている

64A 動 目覚めさせる
awareness 88A 名 自覚
awful 70D 形 恐ろしい
awoke 64A 動 ((awakeの過去形))
backward 71D 副 後ろに
baker 86C 名 パン屋
ball-point 82C 名 ボールペン
ban 87B 動 禁止する
bargain 73C 名 安い買い物
barn 75C 名 納屋
base 66A 動 ～の基礎を置く
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66A be based on ～に基づいている

bask 86A 動 ひなたぼっこする
battery 90C 名 電池
battlefield 89C 名 戦場
be 80D be to ～したい

83D be to ～できる
bear 84C 名 熊
beat 84C 動 脈を打つ
because 84D just because 単に～だから

88A mostly because 主に～という理由で
88B only because ただ～という理由から

become of 62A 起こる
begun 67D 動 ((beginの過去分詞))
behave 66A 動 ふるまう
behind 71C 前 ～に遅れて
Beijing 82A 名 北京
believe 66A believe in ～を信じる

82D believe it or not 信じようが信じまいが
below 84D 前 ～より下に
belt 68A 名 帯
beneath 82B 前 ～の下に
bet 84A 動 賭ける

84A I bet きっと～だ
better 90C 動 よりよくする
bible 74B 名 聖書
bike 68D 名 自転車
billion 77A 名 十億
biographer 90C 名 伝記作家
biological 88B 形 生物学の
birth 72A 名 誕生

88B at birth 生まれたときに
77B birth control 避妊

bit 81A a little bit 少し
bite 67D 動 かむ
blanket 84A 名 毛布
bleed 69C 動 出血する
bless 66D 動 祝福する
bless 66D God bless you! 神があなたを祝福しますように
block 70B block out ～をさえぎる
bloodstream 80C 名 ニコチン
body 70C 名 物体
boil 83B 動 沸く
bomb 89B 名 爆弾
bone 62A 名 骨
bore 87A 動 たいくつさせる
boring 81B 形 退屈な
bottom 67D 名 底
brain 62B 名 脳
Brazil 61D 名 ブラジル
break 82B 名 休憩
breath 80B 名 息
breathe 85B breathe in ～を吸い込む

85B breathe out ～を吐きだす
breathing 80B 名 呼吸
bright 71B 形 光り輝いている

78D 形 頭のいい
brightly 70D 副 明るく
brilliant 73D 形 才能のある
bring about 87D 引き起こす
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brook 86A 名 小川
bulb 90B 名 電球
burn 68B 動 燃える

70D burn up 燃え尽きる
burnt 67B 動 ((burnの過去分詞))
burst 86D 動 破裂する

86D burst into 突然～しはじめる
but 89C 代 ･･･ない～
butcher 86C 名 肉屋
butter 61A 名 バター
butterfly 82C 名 チョウ
button 82A 名 ボタン
by 68C 前 ～の差で
cabbage 86C 名 キャベツ
calendar 84A lunar calendar 太陰暦
calm 75D 形 落ち着いた
Canadian 66B 名 カナダ人
cancer 80B 名 がん
candidate 78A 名 候補者
capture 85B 動 捕らえる
carbon 68B 名 炭素

68B carbon dioxide 二酸化炭素
care 66D 名 注意

66D take care 注意する
77A take care of ～の世話をする

carry 83D carry off 持ち去る
carve 82C 動 彫る
case 75D in case ～する場合に備えて

89A in case ～の場合には
cast 70B 動 投げかける

70B cast ～ over ･･･ ～を･･･に投げかける
catch 67B catch at ～をつかみにいく
cattle 86D 名 牛
ceiling 74B 名 天井
celebrity 73D 名 タレント
cell 69A 名 細胞
centigrade 84D 形 セ氏の
certain 61C 形 ある

74A ある
chairperson 78A 名 議長
challenge 78D 名 挑戦
chamber 69A 名 部屋
change 73D change to ～に変わる
chapel 74B 名 礼拝堂
chat 66D 動 おしゃべりする
cheaply 89A 副 安く
chemical 80B 名 化学物質
chew 80B 動 かむ
chief 79D 形 主要な
Chile 83A 名 チリ
choice 61B 名 選択
chosen 78D 動 ((chooseの過去分詞))
chuck 73D 名 チャック
cigarette 80A 名 タバコ
cinema 73B 名 映画
clarity 90B 名 明快さ
climate 68B 名 気候
close 75B 形 近接した

85D come close to ～ing もう少しで～するところである
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clothing 77C 名 衣類
clover 66B 名 クローバー
coal 68B 名 石炭
cold 84A 名 寒さ
Colombia 83A 名 コロンビア
colony 65B 名 植民地
colorful 85A 形 色彩に富んだ
combination 74A 名 結合
come 68B come out 出る

71B come up 昇る
73B when it comes to ～ ～のこととなると

come on 82B さあ
come up with 64B 考え出す
comet 70C 名 すい星
comical 86D 形 こっけいな
command 87B 名 命令

87B 命令する人
commander 87A 名 指揮官
commercial 90A 形 商業的な
commonly 66C 副 一般に
company 67A 名 友人
compare 73B 動 比較する

73B compared with [to] ～ ～と比較して
compel 86C 動 無理に～させる
complete 78B 形 完全な
compose 79B 動 ～から成り立つ

79B be composed of ～で構成される
composition 78A 名 作文
concentrate 90B 動 ～を集中させる
concept 90B 名 概念
concern 70C 動 関心がある

70C be concerned about ～に関心をもっている
80D 名 心配

concerning 79D 前 ～に関して
conclude 64D 動 結論づける
condition 70A 名 条件
confident 78D 形 確信している
connect 71D 動 つなぐ

71D connect ～ with ･･･ ～を･･･に結びつける
conscious 72A 形 意識している
consequently 90A 副 その結果
consider 71D 動 よく考える
consist 71A 動 成る

71A consist of ～から成る
consistently 88D 副 一貫して
constantly 80A 副 絶えず
consultant 90A 名 相談相手
contain 62D 動 含んでいる
contrary 84B 名 正反対

84B on the contrary それどころか
contribute 88D 動 貢献する
control 72A 動 支配する
convenience 73C 名 便利
cookie 73B 名 クッキー
cord 79A 名 ひも
correctly 78A 副 正確に
cost 87C 名 費用

87C at any cost どんなに犠牲を払っても
cough 66D 動 せきをする
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could 68C 助 ～するかもしれない
council 78A 名 議会

78A student council 生徒会
countryside 61D 名 田舎
course 86D 名 進路
courtesy 66D 名 礼儀正しさ
cover 63D 動 おおう
cow 86B 名 雌牛
crab 82D 名 カニ
crazy 70A 形 熱狂している

70A be crazy about ～に夢中である
72D 形 気が狂った

create 68B 動 創造する
creation 74B 名 創造
creative 64B 形 創造的な
credit 90B 動 信用する
crime 82A 名 犯罪
crisis 75B 名 危機

75B crisis management 危機管理
criticize 75B 動 非難する
crop 83B 名 作物
cross 63D 名 十字形

66B 交差させる
cry 67B cry over ～を嘆き悲しむ
cure 67D 名 治療
curiosity 78D 名 好奇心
curve 63A 動 丸く曲げる

74D 名 曲線
cut 90C cut down on ～を減らす
daily 74A 形 毎日の

74A daily life 日常生活
damage 75B 名 損害

75D 動 損害を与える
danger 89D 名 危険
dare 83C 助 あえて～する
dash 87A 動 突進する
day 72B 名 時代
deadly 62C 形 致命的な
deal 68D 動 扱う
deal 69C 名 量
deal 68D deal with ～を扱う
decade 68A 名 10年
decision 81A 名 決定
declare 78B 動 宣言する
decrease 80A 動 減少する
decrease 80D decrease to ～に減る
deep 67D 副 深く
defeat 78D 動 負かす
defense 87B 名 防衛
definitely 74C 副 確かに
degree 84D 名 度
demonstrate 90B 動 実演する
deny 89B 動 否定する
depend 64A 動 頼る

64A depend on ～に頼る
84B depend on ～による

depress 78D 動 がっかりさせる
depth 75A 名 深さ

75A 名 もっとも深い部分
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describe 61B 動 描写する
deserve 78D 動 ～に値する
design 90C 動 設計する
desire 90C 名 願望
despite 65C 前 ～にもかかわらず
destructive 89B 形 破壊的な
development 88B 名 発達
devil 84A 名 悪魔
devote 89C 動 ささげる
dialogue 79D 名 対話
diamond 73A 名 ダイヤモンド
die 62A die out 絶滅する
differ 64C 動 異なる

64C differ from ～と異なる
differently 88D 副 別に
difficulty 81C 名 困難
diligent 72B 形 勤勉な
dinosaur 62A 名 恐竜
dioxide 68B 名 二酸化物
direction 75D 名 指図
dirt 86C 名 汚物
disagree 79D 動 意見が違う
disappear 63D 動 見えなくなる
disappoint 78C 動 失望させる
disappointment 72A 名 失望
disaster 66A 名 大災害
discount 82C 名 割引

82C a 数字 percent discount ～％引き
discuss 68D 動 議論する
dislike 61B 動 嫌う
distance 63B in the distance 遠くに
disturb 62B 動 邪魔する
do 88D 助 本当に

86C do with ～ですませる
83B have something to do with ～と関係がある

documentary 88C 名 ドキュメンタリー
donkey 86D 名 ロバ
doubt 62B 動 疑う
downtown 82A 副 繁華街へ
drag 86C 動 引きずる
dragon 82B 名 竜
dread 67B 動 恐れる
dress 88C 動 衣服を着せる

88C dress ～ up ～を盛装させる
drop 84D 動 落ちる
drug 80C 名 薬
dry 67C 形 乾いた
dull 67B 形 愚かな
dumb 86D 形 口がきけない
dust 62D 名 ほこり
Dutch 65C 形 オランダの
duty 87A 名 義務
eager 74B 形 しきりに～したがる

74B be eager to ～することを熱望している
earn 86A 動 かせぐ

86A earn one's living 生計を立てる
earth 84C 名 大地
earthquake 75A 名 地震
ease 72C 動 楽にする
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eastern 84B 形 東の
eclipse 70B 名 日食、月食

70B solar eclipse 日食
70B lunar eclipse 月食

economic 81A 形 経済の
economy 77C 名 経済
edge 70C 名 端
edible 85D 形 食用の
educational 88B 形 教育の
effective 90A 形 効果的な
effort 80A 名 努力
Egyptian 71A 名 エジプト人
elect 78A 動 選挙する
election 78A 名 選挙
element 74A 名 要素
elephant 62A 名 象
emergency 75D 名 非常事態
emotional 64B 形 感情的な
empire 65A 名 帝国
employee 89D 名 従業員
enable 77D 動 ～できるようにする

77D enable ･･･ to ～ ･･･が～できるようにする
enclosure 88D 名 囲い
encourage 79A 動 奨励する
end 67C 目的

80C in the end 結局
end up 78B 結局～に終わる
endanger 85D 動 危険にさらす
enemy 72D 名 敵
enough 81D 副詞＋enough ～なことに

81D strangely enough 奇妙なことに
83D sure enough 予期したとおり

entertainment 90D 名 娯楽
entire 82B 形 全体の
entirely 90B 副 完全に
entrance 63B 名 入口
equal 63A 形 等しい
equal 88A 形 平等な
error 90D 名 間違い
essay 88C 名 随筆
essential 65D 形 絶対必要な
estimate 68C 動 見積もる
event 72C 名 出来事
every 87C every time ～するたびに

89A one of every ～にひとつは
evidence 62A 名 証拠
evil 67D 名 悪
exact 71A 形 まさにその

71C to be exact 厳密に言うと
examine 76D 動 検査する
example 73D for another example 他の例では
exceed 77A 動 超える
exception 67A 名 例外
exchange 68D 動 交換する
excitement 80C 名 興奮
excuse 81B 動 許す
execute 66C 動 処刑する
exhaust 80C 動 疲れ果てさせる
exist 74D 動 存在する
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exit 75D emergency exit 非常口
experience 72D 動 経験する
exploit 90C 動 利用する
explore 72A 動 探検する
explosion 62D 名 爆発
export 82D 動 輸出する
extra 64B 形 余分の
extraordinary 89D 形 異常な
extreme 80C 形 極端な
eye 88D make eye contact with ～と目をあわせる
factory 68B 名 工場
fairly 84D 副 かなり
fall 79B 名 落下
fallen 70D 動 ((fallの過去分詞))
false 63A 形 間違った
familiar 66B 形 よく知られた

66B be familiar to ～によく知られた
fancy 73D 形 装飾的な
fantastic 70B 形 とてもすばらしい
farther 63B 形 ((farの比較級))
farthest 63B 形 ((farの最上級))
fat 84B 名 脂肪
fatty 82D 形 脂っこい
feed 83A 動 えさを与える
feel 84C 動 ～の感じがする

84A feel like ～ing ～したい
feeling 61B 名 感覚
fellow 86B 名 やつ
fence 83B 名 柵
few 64B as few as わずか～しか
field 77D 名 畑

90C 名 分野
figure 63A 名 図
film 90D 名 映画
financial 77D 形 財政の
fire 75B catch fire 火がつく
fist 69A 名 にぎりこぶし
flashlight 75D 名 懐中電灯
flat 73B 名 アパート
float 75A 動 漂う
flock 67D 動 群がる
flood 68C 名 洪水
flow 69B 動 流れる
follow 72D 動 後について行く

72D ～の後に続く
76D 従う

following 84A 形 以下の
forbid 78B 動 禁じる
force 79D 動 ～することを強いる

79D be forced to 無理やり～させられる
foreigner 73D 名 外国人
forgotten 72A 動 ((forgetの過去分詞))
form 80B 名 形態
forth 63C 副 前方へ

63C back and forth 前後に
fortunate 73A 形 運の良い
fortune 84A 名 運
fossil 62A 名 化石
fought 65C 動 ((fightの過去形))
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fox 84D 名 キツネ
freeze 84A 動 凍る
frequently 68D 副 しばしば
fresh 61C 形 新鮮な
frighten 61D 動 びっくりさせる
frog 84A 名 カエル
frustrate 81C 副 ひどく
fuel 69A 名 燃料
funeral 66A 名 葬式
further 90B 形 さらに先の
furthermore 62B 副 さらに
gain 67D 名 利得
galaxy 70A 名 銀河
gas 73C 名 ガソリン
gather 67B 動 集める
gender 88A 名 性
general 67A 形 一般の
generator 90B 名 発電機
generous 76B 形 気前のよい
get 64B 動 ･･･を～の状態にする

86A ～に･･･してもらう
75D get to ～するようになる

give 83B give away 譲る
glacier 68C 名 氷河
gladly 72D 副 喜んで
global 68C 形 地球の

68C global warming 地球温暖化
go 85D 動 なくなる

87B go against 反する
80C go on 過ぎる

go off 82A 鳴る
good 75D 形 十分な
grade 73A 名 学年

73A 名 ～年生
graduation 78A 名 卒業
grammar 73B 名 文法
gravity 62B 名 重力
greatly 74B 副 大いに
greenhouse 68A 名 温室
grow 77A 動 増大する
grown 83A 動 ((growの過去分詞))
growth 77A 名 成長
guide 90A 動 導く
handkerchief 82C 名 ハンカチ
handle 73D 動 扱う
handsome 86C 見事な
hang 79A 動 つりさがる
hard 81B be hard on ～につらくあたる
harm 80B 名 害

80B do harm to ～に害を与える
harmful 80B 形 有害な
harvest 83B 名 収穫
hatch 67A 動 ひなをかえす
hay 67C 名 干草
head 90A 動 ～を率いる
headline 61A 名 見出し
healthy 64B 形 健康的な
heart 80C heart rate 心拍数
hearth 86A 名 ろばた
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heaven 67A 名 天国
heavy 82D 形 こってりした
height 79B 名 高さ
helmet 73A 名 ヘルメット
help 84C 動 ～するのに役立つ
helpful 71B 形 有用な
hemisphere 84B 名 半球

84B the northern hemisphere 北半球
here 75C here and there あちこちに
hibernate 84B 動 冬眠する
hibernation 84A 名 冬眠
hidden 82B 動 ((hideの過去分詞))
highway 89C 名 幹線道路
hoist 86D 動 掲げる
holder 90B 名 持ち主
Holland 65C 名 オランダ
honesty 67B 名 正直
horizon 70B 名 地平線
housing 90C 名 住宅
huge 73D 形 巨大な
human 85B 名 人間
humor 78B 名 ユーモア
hurt 75D get hurt けがをする
identify 85D 動 確認する
idle 87B 形 怠けた
if 63B even if たとえ～でも

83A if it had not been for もしも～がなかったら
64D if it were not for もし～がなければ
76A if not もしそうでないなら

illusion 81A 名 幻想
image 74D 名 イメージ
impatiently 76C 副 いらいらして
importantly 79C 副 重大に
impose 65C 動 課する

65C impose ～ on ･･･ ～を･･･に課す
impressive 78B 形 印象的な
improve 79B 動 改善する
improvement 90A 名 改良
in 70C 前 ～の形で

86A in ～ing ～している際に
in order to 89A in order not to ～しないように
including 78C 前 ～を含めて
income 89C 名 収入
incorrect 73C 形 不正確な
increase 77A 名 増加

77D 動 増える
indeed 67A 副 実に
independent 65C 形 独立した
individual 88D 名 個人
industry 89A 名 産業
inexpensive 83D 形 安い
infant 88C 名 幼児
influence 88B influence on ～への影響
inhabitant 70D 名 住民
inspiration 90A 名 霊感
insurance 89C 名 保険
intend 73C 動 つもりである

73C intend to ～するつもりである
interest 88C interest ～ in ･･･ ～に･･･の興味をもたせる



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
international 65A 形 国際的な
interpretation 79D 名 解釈
interpreter 82D 名 通訳
interval 71B 名 間隔
intimate 89A 形 親密な

89A 心の奥底の
invade 87B 動 侵入する
invasion 87A 名 侵入
inventor 90B 名 発明家
involve 89B 動 巻き込む

89B be involved in ～に巻き込まれる
iron 67D 名 鉄
irritate 89D 動 いらいらさせる
itself 75B 代 それ自身
jam 89D 名 込み合い

traffic jam 交通渋滞
jar 86B 名 びん
joke 82A 動 冗談を言う
judge 63B 動 判断する
judgment 61B 名 判断
Jupiter 79B 名 木星
justify 67C 動 正当化する
keep 72C 動 ～のままでいる

80A keep ～ from ･･･ing ～に･･･させないようにする
80C keep from ～ing ～しないようにする
80A keep on ～ing （あくまで）～しつづける
84C keep out ～を中に入れない

keeper 86B 名 番人
kick 75C 動 ける

86A kick ～ out ～を蹴りだす
kilogram 70D 名 キログラム
kit 75D 名 道具一式
know 67A be known by ～によって知られる
know 88B know better than to ～するほどばかではない
lack 75B 名 不足
ladder 66B 名 はしご
lamb 82D 名 子羊
lamp 79A 名 ランプ
last 88B the last person to もっとも～しそうにない人
late 76C 副 ～だけ遅れて
lately 62A 副 最近
Latin 71D 名 ラテン語
Latin America 65D ラテンアメリカ
laughter 86D 名 笑い
law 79A 名 法則
lawyer 61D 名 弁護士
layer 62D 名 層
lazy 86A 形 怠惰な
lead 67A 動 導く

67A ～に通じている
leader 68D 名 指導者
lean 66B 動 寄りかかる

66B lean against ～に寄りかかる
leap year 71C うるう年
leather 87C 名 なめし革
leave 83C 動 ～を･･･の状態にしておく

85C there is ～ left ～が残っている
led 90A 動 ((leadの過去分詞))
legal 89C 形 法律上の



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
length 63A 名 長さ
less 89B no less than ～もの

89B not less than 少なくとも
lessen 75D 動 減らす
let 86C 動 ～するがままに任せる
let me see 78C ええと
level 68C 名 高さ

68C sea level 海面
lifetime 89D 名 一生
lightning 71D 名 稲妻
likely 64A 形 ～しそうである

64A be likely to ～しそうである
limit 77B 動 制限する
list 79C 名 表
literature 74A 名 文学
live 62D live on ～を食べて生きている
living 86A 名 生計
long 64B as long as ～もの間
look 63A 名 見ること

63A have a look at ～を見る
71D look back 思い出す
71D look forward to ～を楽しみに待つ

look after 72C 世話をする
look back on 81A 振り返る
loose 84C 形 ゆるい
Los Angeles 89C ロサンゼルス
loss 66D 名 失うこと
lot 85A 名 土地
lovely 82C 形 愛らしい
luckily 70D 副 幸いにも
luggage 73B 名 手荷物
lunar 70B 形 月の
lung 69A 名 肺
lying 82B 動 ((lieの現在分詞))
mad 75C 形 気が狂った

75C 取り乱した
magic 75C 名 魔法
main 66D 形 主な
major 72B 動 専攻する

72B major in ～を専攻する
73B 形 主要な

make 73C make oneself understood 自分を理解させる
79A make use of ～を利用する

management 75B 名 管理
mansion 73D 名 大邸宅
many 73A 副 ずっと((比較の強め))
march 87A 動 行進する
margin 78D 名 余裕
mark 63D 名 印
mass 90C 形 多数の
material 70C 名 材料
matter 71A 動 重要である

84D be a different matter 事情がまったく異なる
79A no matter 疑問詞 たとえ～であっても

may 88D 助 ～が･･･しますように
means 67C 名 手段
meant 66D 動 ((meanの過去形))
measure 63A 動 測る
medical 77A 形 医学の



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
memory 72A 名 記憶
mental 64B 形 精神の
meteor 62D 名 隕石
method 77B 名 方法
metropolitan 89C 形 大都市の
Mexico 75D 名 メキシコ
mice 67C 名 ((mouseの複数形))
mid 88B 形 中央の
might 67D 名 力
mighty 67C 形 力強い
Milky Way 79B 天の川
mineral 62D 名 鉱物
minister 78A 名 大臣

78A prime minister 首相
mirror 66B 名 鏡
miserable 72D 形 みじめな
mix 85B 動 混ぜる

85B mix ～ with ･･･ ～を･･･と混ぜる
modification 90A 名 改造
monent 72A the moment ～するとすぐに
moon 79B 名 衛星
more 74A more than (その後が示す意味)以上のもの

89B no more than たった～だけ
87B no more もうそれ以上～しない
68B not ～ any more もはや～ない
89B not more than 多くて

moreover 84D 副 そのうえ
moss 67B 名 コケ
most 85A most of the time たいてい
mostly 88A 副 たいてい
motion 90D 名 動き
motivate 90C 動 刺激する
motor 89A 名 発動機
motorist 89D 名 ドライバー
mouth 74C 名 入り口
move 74B 動 感動させる

87A 名 動き
84D move about 動き回る

movement 64C 名 動き
mud 84C 名 泥
mummy 61D 名 ママ
muscle 69A 名 筋肉
mutton 86C 名 羊肉
mystery 62D 名 神秘
nail 66A 名 つめ
naked 82B 形 裸の

82B naked eye 裸眼
nation 77A 名 国家
nationality 78D 名 国籍
naturally 77C 副 自然に
nature 88A 名 本質
navy 65B 名 海軍
nearly 65B 副 ほとんど
necessarily 75A 副 必然的に

75A not necessarily 必ずしも～ない
necessity 67B 名 必要

74A 名 必需品
necklace 63C 名 ネックレス
need 67A 名 必要



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
84D 助 ～する必要がある
67A in need まさかのときの

needless 70A 形 不必要な
70A needless to say 言うまでもなく

neglect 90C 動 怠る
nerve 72B 名 神経
network 89C 名 ネットワーク
newborn 64B 形 生まれたばかりの
nicotine 80C 名 ニコチン
noble 83B 名 貴族
nod 76C 動 うなずく
noon 75B 名 正午
nostalgia 81A 名 郷愁
note 61A 名 メモ
nothing 86A nothing but ～だけ
noun 61A 名 名詞
now that 65A 接 今や～なので
nowhere 65A 副 どこにも～ない
nurture 88B 名 養育
nutrition 69B 名 栄養
object 70D 名 物体
oblige 86C 動 無理に～させる
observe 71B 動 観察する
observer 70B 名 観察者
occasional 90D 形 ときおりの
occur 64C 動 起こる
of 90C of＋抽象名詞 ～という性質をもつ
off duty 87A 非番で
offer 89A 動 提供する
official 79C 名 幹部
on 74B on ～ing ～するとすぐに
once 80B 接 いったん～すると

87B once again もう一度
84C once every ～ ～に一度

once upon a time 86A 昔々
only 86D 形 唯一の
onto 70D 前 ～の上へ
operate 76A 動 手術をする
operation 76A 名 手術
opinion 77C in one's opinion ～の意見では
opponent 78C 名 相手
orbit 70A 動 軌道を描いてまわる

70C 名 軌道
order 82A 名 秩序

82A out of order 故障している
ordinary 65B 形 普通の
organic 70C 形 有機の
original 73A 形 もとの
otherwise 85C 副 さもなければ

88C 副 別なふうに
ought 77C 助 ～すべきである

77C ought not to ～すべきでない
77C ought to ～すべきである

outside 76B 名 外側
76C 前 ～の外側に

outward 88D 副 外へ
overjoy 86D 形 大喜びの
overpopulation 77A 名 人口過剰
owner 76B 名 持ち主



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
oxygen 69A 名 酸素
pain 67D 名 痛み
paint 74C 動 ～を絵の具で描く
painter 74B 名 画家
part 81A in part 部分的に

85A play a big part in ～で重要な役割を果たす
particular 63D 形 特定の

76D in particular 特に
part-time 73A 形 非常勤の
past 64A 名 過去

68A 形 過去の
patent 90A 動 特許をとる

90A 名 特許
patience 86C 名 忍耐

86C out of patience 我慢の限界を超えた
patient 72C 名 患者
peaceful 61B 形 平和な
pedestrian 89D 名 歩行者
penny 86A 名 ペニー
per 64B 前 ～につき
percentage 80D 名 割合
perfect 90A 動 完成する
perfectly 74D 副 完全に
perhaps 62B 副 もしかすると
period 80B 名 期間
permanently 89B 副 永久に
permission 78B 名 許可
permit 83C 動 許す
personality 78D 名 個性
perspiration 90A 名 汗
Peru 83A 名 ペルー
philosophy 79A 名 哲学
photosynthesis 85B 名 光合成
pig 83A 名 豚
pile 62D 動 積み重ねる

62D pile up 積もる
pillow 66A 名 まくら
pipe 69B 名 管
place 62B in the first place まず第一に
plain 83A 名 平原
planet 70A 名 惑星
plant 68D 動 ～を植える

83B plant ～ with ･･･ ～に･･･を植える
plate 75A 名 プレート
play 87C play against ～と対戦する
pocket 86B 名 ポケット
poison 62C 名 毒
poisonous 83A 形 有毒な
polar 68C 形 北極の
policy 67B 名 方針
polish 73C 動 磨く
poll 78C 名 投票

78C popularity poll 人気投票
Pope 74B 名 ローマ法王
popularity 78C 名 人気
pot 85A 名 つぼ
potential 89D 形 潜在的な
powerful 65B 形 強力な
powerless 81C 形 無力な



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
practical 90B 形 実用的な
pray 66D 動 祈る
precious 83C 形 高価な
predict 75C 動 予言する
preference 88C 名 好み
prehistoric 74D 形 先史時代の
preposition 61A 名 前置詞
preserve 69D 動 保存する
press 82A 動 押す
pressure 81C 名 圧力
prevent 69D 動 妨げる

69D prevent ･･･ from ～ing ･･･が～するのを妨げる
prevention 67D 名 予防
price 76B 名 値段
prime 78A 形 最も重要な
principle 66A 名 原理
printer 78B 名 印刷機
probability 78C 名 見込み
process 85B 名 過程
produce 68C 動 生産する
product 61C 名 製品
production 77D 名 生産
program 77B 名 計画
progress 77D 名 進歩

77D make progress 進歩する
prohibit 79C 動 禁止する
prohibit 79C prohibit ～ from ･･･ing ～が･･･するのを禁止する
pronoun 61A 代 代名詞
pronounce 73B 動 発音する
pronunciation 73A 名 発音
proof 79C 名 証拠
prove 79B 動 証明する
proverb 67A 名 ことわざ
provide 77A 動 供給する
provided 89A 接 ～という条件で
publish 79D 動 出版する
puff 73C 名 シュークリーム
pull 83D pull up 引っぱりあげる
punctual 82A 形 時間に正確な
punish 79D 動 罰する

79D punish ～ for ･･･ ～を･･･の罪で罰する
pupil 61D 名 生徒
purpose 89C for the purpose of ～のために
put 80A put forward 提案する
put off 67A 延期する
quake 75C 名 地震
quality 78B 名 質
quantity 83D 名 量

83D in large quantities 大量に
questionnaire 73A 名 アンケート
quickness 64B 名 すばやさ
quietly 72C 副 静かに
quit 78A 動 やめる
rabbit 63C 名 ウサギ
range 90B 名 範囲
rapid 64C 形 速い
rapidly 64C 副 速く
rare 82A 形 まれな
rarely 80C 副 めったに～しない
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rate 77A 名 割合
rather 82D 副 むしろ
reader 61C 名 読者
real 74D 形 本物の
realistic 74D 形 現実的な
reason 90D 動 推論する
record 90D 動 記録する
recover 86D 動 回復する
refresh 82D 動 さわやかにする
regard 66C 動 みなす
regard 66C regard ～ as ･･･ ～を･･･とみなす
regardless 78C 形 無関係の

78C regardless of ～に関わらず
region 75B 名 地方
regret 82C 動 後悔する
regular 71B 形 規則正しい
regulate 78B 動 規制する
relate 89A 動 関連させる

89A be related to ～に関連している
reliable 75D 形 頼りになる
relieve 78C 動 安心させる
religion 77C 名 宗教
reluctant 82A 形 気が進まない

82A be reluctant to ～したがらない
remind 66C 動 思い出させる

66C remind ～ of ･･･ ～に･･･を思い出させる
remove 71C 動 除く
rent 82A 動 借りる
report 68C 動 報告する
representative 78A 名 代表者
request 78B 名 要請
require 88A 動 必要とする
research 88C 名 研究
researcher 64A 名 研究者
respect 73A 名 点

73A in this respect この点において
responsibility 81C 名 責任
rest 79D 名 残り
restrict 90C 動 制限する
retire 78A 動 引退する
reveal 88D 動 明らかにする
revolve 71A 動 回転する
right 69D 形 適切な
ripe 83B 形 熟した
rob 81C 動 奪う

81C rob ～ of ･･･ ～から･･･を奪う
robbery 83D 名 強盗
rod 67C 名 むち
rode 82A 動 ((rideの過去形))
role 85B 名 役目
Roman 65A 形 ローマの
root 67D 名 根
rotate 71A 動 回転する
rouse 86A 動 駆り立てる
royal 67D 形 王
rugby 87D 名 ラグビー
ruler 63A 名 定規
rumor 83D 名 うわさ
run 67C ～の状態になる
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78A 動 立候補する

sadly 76D 副 悲しんで
safe 82C 名 金庫
sale 73C 名 販売
sample 83D 動 試食する
sand 82B 名 砂
satisfy 72A 動 満足させる

72A be satisfied with ～に満足する
save 85B save ～ from ･･･ing ･･･することから～を救う
say 74A strange to say 奇妙なことに
scale 83D 名 規模

83D on a large scale 大規模に
scatter 84A 動 ばらまく
scientific 71A 形 科学的な
scold 76A 動 しかる

76A 動 scold ･･･ for ～ ･･･を～の理由で叱る
scratch 86C 動 ひっかく
sculptor 74B 名 彫刻家
seafood 82D 名 海産物
secret 72D 名 秘密
secure 78C 形 安全な
security 73C 名 安全

73C 警備
seek 68D 動 探す
seldom 67D 副 めったに～ない
sensitive 84A 形 敏感な
service 61C 名 サービス

86B 名 働き
set 87C 名 ひとそろい

87C a set of ひとそろいの～
severely 83C 副 厳しく
sex 78C 名 性別
shall 88D 助 必ず～する
shampoo 85B 名 シャンプー
shape 90D 動 形作る
shelter 77C 名 住み家
shift 82B 動 移動する
shine 67C 動 輝く
shock 68C 動 衝撃を与える
shoot 70D 動 撃つ
short 87D for short 略して

64C in short 手短に言えば
shorten 73C 動 短くする
should 89D if ～should 万一～ならば
show 83C 名 示すこと

83C make a show of ～のふりをする
82A show up 現れる

shown 82A 動 ((showの過去分詞))
shrimp 82D 名 エビ
sigh 87A 動 ため息をつく
sight 84C 名 見ること

84C at first sight 一目で
sign 76A 名 合図
silence 67D 名 沈黙
silk 82C 名 絹
silly 86B 形 ばかな
simply 85C 副 単に
situate 69A 動 置く

69A be situated ～に位置している
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skeleton 62A 名 がいこつ
sketch 74B 名 スケッチ
skin 69C 名 皮
skinny 61B 形 やせこけた
skirt 78B 名 スカート
sleep 64A go to sleep 眠る
slight 80B 形 わずかな
slim 61B 形 ほっそりした
slow 79B 動 遅らせる
smart 73D 形 気の利いた
smell 80B 動 ～のにおいがする
smokeless 80B 形 無煙の
smoker 80A 名 喫煙者
snake 84A 名 ヘビ
sneeze 66D 動 くしゃみをする

66D 名 くしゃみ
so 78A So do I. 私もそうします

85D 数詞＋or so ～かそこらの
so as to 65C ～するために

82A so as not to ～しないために
so far 84A これまで
soap 85B 名 石けん
socialization 88D 名 社会化
sock 78B 名 靴下
solar 70B 形 太陽の

70C 名 solar system 太陽系
solid 70D 形 堅い
solution 64B 名 解決
solve 68D 動 解く
some 61A 形 ある
sore 66D 形 痛い
soul 66D 名 魂
source 90D 名 源
southern 74C 形 南の
souvenir 82C 名 みやげ
space 65A 名 宇宙
spaceship 65A 名 宇宙船
spare 67C 動 惜しむ
speak 82D generally speaking 一般的に言えば
speaker 61B 名 話し手
specialist 85C 名 専門家
species 85C 名 種

85D endangered species 絶滅危惧種
speech 86D 名 話す力
spelling 73B 名 つづり
spicy 82D 形 薬味のきいた
spill 66A 動 こぼす
spilt 67B 動 ((spillの過去分詞))
spin 86A 動 つむぐ
spirit 66D 名 精神

87B 精霊
spite 89B 名 悪意

89B in spite of ～にもかかわらず
splendid 74B 形 みごとな
spoil 67C 動 だめにする
spoken 65A 動 ((speakの過去分詞))
spot 63D 名 点

63D blind spot 盲点
spread 83C 動 広める
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89C spread out ～ over ･･･ ～を･･･に広げる

square 76C 名 広場
squirrel 84C 名 リス
standard 90A 名 標準
star 70D falling star 流れ星

70D shooting star 流れ星
start 84A 名 始まり

90A start ～ off ～をはじめさせる
starvation 77A 名 飢え
starve 83D 動 飢える
stationery 82C 名 文房具
steady 67B 形 着実な
steel 89A 名 鋼鉄
steer 73D 動 操縦する
stick 86D 動 突き出る
stomach 76D 名 胃
store 84B 動 蓄える
storm 71D 名 嵐
strangely 81D 副 奇妙にも
straw 67B 名 わら
stream 69A 名 小川
strict 78B 形 厳しい
strictly 78B 副 厳しく
strike 61A 名 ストライキ

75B 動 （災害などが）襲う
string 86C 名 ひも
struck 75B 動 ((strikeの過去形))
structure 88D 名 構造
subject 89D 動 ～を服従させる
succeed 65C 動 成功する

65C succeed in ～に成功する
such 79D 形 そんなに～な

79D such ～ that とても～なので
sudden 75C 形 突然の
sunlight 74D 名 日光
sunny 82B 形 快晴の
superstition 66A 名 迷信
superstitious 66A 形 迷信深い
supper 66C last supper 最後の晩餐
supply 69B 動 供給する

84B 名 備え
69B supply ～ with ･･･ ～に･･･を供給する

support 77A 動 支える
suppose 75B 動 推測する
sure 73D make sure ～を確かめる
surely 77C 副 確かに
surprise 65A 名 驚き
swing 79A 動 揺れる

79A 名 揺れ
sword 67C 名 剣
symptom 80C 名 徴候
system 79C 名 系
tailor 76D 名 洋服屋
take 69B take away 持ち去る

69A take up （養分などを）吸収する
87C take up （～の場所を)とる

talent 73D 名 才能
talkative 88D 形 おしゃべりな
tax 65C 名 税金



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
teaching 79C 名 教え
technology 90A 名 科学技術
teens 80A 名 ティーンの世代
telegram 61A 名 電報
temperature 64A 名 温度
term 78A 名 学期
terribly 81C 副 ひどく
that 64C in that ～という点で

88A that is すなわち
the 82B the 比較級, the 比較級 ～すればするほどますます･･･
theme 90C 名 テーマ
theory 62B 名 理論

81A in theory 理論的には
there 67C there is no ～ing ～できない
thing 73B 事情
think 82A come to think of it そういえば

66D think of ～ as ･･･ ～を･･･とみなす
85C think of ～ing ～することを考えつく
65C think ～ to be ･･･ ～を･･･とみなす

thinking 88A 名 考え
those 67A those who ～する人々
though 80A even though たとえ～でも
threaten 89D 動 脅す
throat 66D 名 のど

66D have a sore throat のどが痛い
thus 86D 副 このようにして
tide 67B 名 潮
tie 86C 動 束ねる
tiger 82C 名 虎
time 62A at the same time 同時に

62D 名 時代
69D at any time いつでも
86B by the time ～するときまでに
69D in time ～に間に合って
89D it is time ～すべき時
89D on time 時間通りに

timid 82D 形 おくびょうな
tobacco 80A 名 タバコ
ton 62B 名 トン
total 70B 形 全体の
towards 66A 前 ～の方へ
tragic 89C 形 悲惨な
trail 86C 動 引きずる
transmit 90B 動 伝導する
transportation 75D 名 輸送
treat 72C 動 治療する
treatment 72C 名 治療

88A 名 取り扱い
trend 89D 名 傾向
triangle 66B 名 三角形
trouble 62B 名 悩み

86D 骨折り
80C have trouble ～ing ～するのが困難である

truck 76C 名 トラック
trust 76A 動 信用する
tube 69C 名 管
tulip 73A 名 チューリップ
tunnel 63B 名 トンネル
turn off 68D 消す



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
turn out 62B ～であることがわかる
twice 89C twice the number of ～の2倍の数の
twin 78D 名 双子
ugly 74A 形 醜い
uh-huh 66B 感 ふーん
unable 80C 形 ～することができない
unbelievable 70A 形 信じられない
unconscious 72A 形 無意識の
underestimate 90D 動 過小評価
underground 83A 副 地下で
understanding 88D 名 理解
unguarded 83C 形 無防備の
unique 74A 形 独特の
United Nations 85D 国際連合
unknown 64A 形 未知の
unlike 84D 前 ～と違って
unnecessarily 75B 副 不必要に
until 73A it was not until ～ that ･･･ ～してはじめて･･･した
unusual 72A 形 普通でない
up 82C be up to ～次第である
up to 82C ～しだいである
upon 77C 前 ～の上に
upward 88D 副 上向きに
urban 89C 形 都会の
urgently 69D 副 緊急に
usage 73B 名 使用
use 67B it is no use ～ing ～するのが無駄である

90B put ～ to use ～を使う
used ] 80C 形 慣れている

80C get used to ～に慣れる
useless 74A 形 役に立たない
vacant 85A 形 空の
valuable 83B 形 貴重な
valve 69A 名 弁
variety 85D 名 変化

85D 種類
vase 63C 名 花びん
vast 82B 形 広大な
vehicle 89A 動 乗り物
vein 69B 名 静脈
vending machine 82A 自動販売機
verb 61A 名 動詞
versus 88B 前 対
vertical 88D 形 垂直の
Vienna 72B 名 ウィーン
vigor 80B 名 活力
villager 87B 名 村人
violent 87A 形 乱暴な
vital 90A 形 重大な
volcano 75A 名 火山
vote 78C 動 投票する

78D 名 票
78C vote for ～に投票する

wallet 82C 名 財布
warmth 68A 名 暖かさ
warn 68C 動 警告する
waste 69B 名 老廃物
watch 83C 名 見張り

83C keep watch 見張る



語句 発音 Unit 品詞 日本語訳
water 67D 名 waters 大量の水
way 65D in the same way 同様に

84A No way! とんでもない
wealth 67A 名 富
weigh 62B 動 ～の重量がある
welfare 77C 名 福祉
well 67C 名 井戸

83D as well ～もまた
what 78C what is more そのうえ

68B what is[was] worse さらに悪いことに
68A what we call いわゆる

whatever 72C 代 何でも
wheat 83B 名 小麦
wheel 73D 名 輪
whenever 76B 接 ～するときはいつも
whereas 89A 接 ～する一方で
wherever 81A 接 ～するどこでも
whether 79B 接 ～であろうとなかろうと
whichever 82C 代 どちらでも
while 61A 接 ～である一方
whistle 66A 動 口笛を吹く
whoever 69C 代 誰でも
widely 65A 副 広く
wild 87C 形 野蛮な
will 67D 名 意志

66B won't どうしても～しない
wire 90B 名 針金
wisdom 67A 名 知恵
with 86D 前 ～が･･･したまま
within 82A 前 以内に
without 88C never ～ without ･･･ing ･･･することなしに～しない
wolves 84D 名 ((wolfの複数形))
wonder 88A 動 不思議に思う
wooden 82C 形 木製の
word 87B in other words 別な言い方をすれば
worldwide 89B 副 世界的に
worm 67B 名 虫
worried 76D 形 困っている
worry 76D 動 ～を心配させる
worth 70B 形 価値がある

70B worth ～ing ～する価値のある
would 87A 助 よく～したものだ

83A would not どうしても～しなかった
82D would rather むしろ～したい

wouldn't 62C ((would notの短縮形))
wrap 84A 動 包む
year 84B all year round １年中
yet 81A 接 けれども

88B be yet to まだ～していない
88B have yet to まだ～していない

yourselves 82D 代 あなたがた自身
zero 84D 名 ゼロ
zipper 73D 名 チャック


