UNIT １

2013 1/20 更新

例文入れ替え訂正など 随時更新します。

001 account for ～を説明する ～の割合を占める
You must account for every penny you spend.
あなたの使うお金については、使途を説明するべきです。

002 bring up ～を育てる
Mike was brought up by his grandparents.
マイクは祖父母に育てられました。

003 come to ～するようになる
Why don't you come to think of that?
どうして そのことを考えるようになったのですか？

004 look forward to doing ～するのを楽しみに待つ
I'm looking forward to seeing you again in Japan.
私は日本であなたと会えることを楽しみに待っています。

005 take after ～に似ている
His followers all take after him in this particular.
彼の追随者は この点ですべて彼にならっている。

006 in a minute in a moment in a second すぐに = soon
It was all done in a moment.
それは すぐに終わってしまった。

007 behind one's back 影で 隠れて
They used to laugh at him behind his back.
彼らは陰で 彼を笑ったものだった。

008 be aware of ～に気づいている
Scott was aware of the mistakes in this form.
スコットは この書式の中の誤りに気づいていた。

009 take part in ～に参加する = participate in A
We took part in the debate.
私たちは その討論に参加した。

010 011 be responsible for A 1 A のことで責任がある 2 A が原因である
Men and women must be equally responsible for bringing up children.
男女は子育てに関して等しく責任をもつべきです。

The weather was responsible for the delay.
遅れたのは天候のせいです。

012 make friends with ～ ～と友達になる
She made friends with Jimmy on the trip.
彼女は 旅でジミーと友達になりました。

013 be worried about ～を心配している
He is worried about making mistakes in them.
かれは それらの中でミスを犯すことを心配している。

014 regard A as B A を B とみなす
We regarded him as close friend.
私たちは彼を 親友とみなしている。

015 turn on A/turn A on A(テレビ ガス 明かり 水などを）つける 出す
The stream was turned on heavily.
蒸気が激しく出された。

unit1

016 prevent A from doing A が～するのを防ぐ
The mist prevented him from seeing very far.
霧のせいで彼は遠くまで見渡せなかった。

017 turn A into B A を B に変える = change A into B
The man turned old cloth into new shirt.
その男の人は 古い布切れを新しいシャツに変えた。

018 put A into B A を B に翻訳する =translate A into B
He can put this novel into Chinese.
彼はこの小説を中国語に翻訳することができる

019 be capable of doing (人 物が)～する能力がある
This room is capable of seating a hundred.
この部屋は百人を収容することができる。

020 inform A of B A に B を知らせる A は人 B は事物
I didn't inform my parents of my result.
私は 結末を両親には知らせなかった。

021 take off A/ take A off
Take off your dirty shoes.

A(服や靴）を脱ぐ 取り外す

あなたの汚い靴を脱ぎなさい。

022 help A with B A の B を手伝う A(人)B(仕事など)を手伝う
Could you help us with our project?
我々のプロジェクトを手伝ってくれませんか?

023 be popular with(among)～ ～に人気がある
This new movie is very popular with young people.
この新しい映画は若い人にたいへん人気がある。

024 be grateful to A for B A に B のことで感謝する be thankful to A for B
I'm grateful to you for your help.
私は 助けてくださってあなたに感謝しています。

025 see A off A を見送る
I saw him off at the station.
私は 彼を駅まで見送った。

026 be ignorant of A A を知らない
be unaware of A
My mother is ignorant of popular computer operation system.
私の母は 人気のあるコンピュータシステムを知らない。

027 be ashamed of A
A を恥ずかしく思う
The policeman was ashamed of having taken bribes.
その警察官は わいろを受け取ったことを恥じている。

028 get to A
A に到着する 着く
=reach A arrive at A
They didn't know how to get to our school.
彼らは我々の学校へはどういったらいいかわからない。

029 be married to A
A と結婚している
Tom has been married to Alice for eight years.
トムとアリスは結婚して８年になる。
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030 pay attention to A A に注意を払う
He never pays attention to what she says.
彼は彼女の言うことに一切耳を貸さない。

031 try on A / try A on A を試しに着てみる 身に着けてみる
My mother tried the shoes on,but did not buy.
私の母はくつを履いてみたが、買わなかった。

032 take place 1（行事 催し物が）行われる =be held 2 （事故などが）起こる =happen occur
When is the party going to take place?
パーティーはいつ行われるのですか？

033 be similar to A A に似ている
The car is similar to mine.
その車は私のに似ている。

034 be dressed in A A を身に着けている
My father was dressed in black suit.
私の父は黒のスーツを着ていました。

035 find fault with A A のあらさがしをする =criticize A
He is always ready to find fault with other people.
彼はいつも他人のあらさがしばかりしようとしている。

036 lie in A A にある A に存在する
His greatness lies in his character.

=consist in A

彼の偉大さは彼の人格にある。

037 be filled with A A で満ち溢れる
=be full of A
I'm filled with joy every time I play tennis.
テニスをするといつも喜びでいっぱいになる。

038 look after A A の世話をする
=take care of A care for A
Who will look after the baby while they are out?
彼らが外出している間は だれが赤ん坊の世話をするのですか

039 at first sight
一見しただけで
I recognize Tom at first sight.
私は一目でトムだと認識した。

040 weather permitting 天気がよければ =if it is fine
We went swimming , weather permitting.
私たちは天気がよければ海水浴へいった。

041 at one's best 真っ盛りで 最高の状態で
The mountain is at its best in summer.
その山は夏が真っ盛りです。

042 graduate from A A を卒業する
He graduated from high-school at the age of 17.
彼は 17 歳で高校を卒業しました。

043 make up one's mind to do ～しようと決心する
He has made up his mind to go abroad.
彼は海外へ行く決心をした。
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044 and yet/but yet しかし
Dinosaurs look horrible,and yet they are very popular with children.
恐竜は恐ろしく見えるが、子供たちには人気がある。

045 what - - for? 何のために どうして
What are you doing that for?
あなたは なんのためにそれをやっているのですか？

046 have got to do ～しなければならない =have to do
We've got to do it even if we don't want to.
我々はやりたくなくてもそれをやらなくてはならない。

047 look up to A
A を尊敬する
respect A
They looked up to him as a great teacher.
彼らは彼を偉大な先生として尊敬していた。

048 see the sights of A A(名所など)を見物する = do the sight of A
You may go and see the sights of the city whole day.
今日一日は 出て行って市街地を見物してもよろしい。

049 have no idea
まったくわからない 理解できない
I had no idea what's the meaning of message from this computer.
私にはコンピュータからのメッセージの意味がまったくわからなかった。

050 against one's will
意に反して 不本意ながら
He was fired against his will.
彼は 意に反して解雇された。

051 be against A A に反対である
We all are against the new law.

=be opposed to A

我々はみな 新しい法律に反対している。

052 speaking of A / talking of A A と言えば
Speaking of movies, have you seen "Jaws"
映画といえば ジョーズは見ましたか？

053 for the first time 初めて
We went to Paris for the first time last summer.
私たちは昨年の夏 初めてパリへ行った。

054 lose one's way 道に迷う =get lost
They all lost their way in the dark.
彼らはみな 暗くなって道に迷った。

055 put out A / put A out A（明かり 火など）を消す =extinguish A
Water is used to put the fire out.
水は火を消すのに使われます。

056 in advance 前もって =beforehand
You have to reserve your seat at least two weeks in advance.
あなたは 少なくとも２週間前には席を予約していなくてはいけません

057 by mistake 間違って うっかりして =in error
I took your umbrella by mistake.
私は あなたの傘をうっかりもっていきましたよ。
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058 stay with A A の家に滞在する =put up with A
The friend of mine stayed with my family last week.
私の友人は先週 家族といっしょに泊まった。

059 on business 仕事で
My father had to see someone on business.
私の父は商用で会わなくてはならない人がいた。

060 in public 人前で 公然と
Teacher must be used to speaking in public.
教師は人前で話すことに慣れておかなくてはならない。

061 be willing to do 進んで～する ～するのをいとわない
I don't think that Mike is willing to give up drinking.
私はマイクが進んで飲酒をやめるとは思えない。

062 be in good health 健康である
We are not always in good health.

=be healthy

私たちは常に健康であるとは限らない。

063 manage to do 何とか～する やっとのことで～できる
I've managed to finish the last chapter.
私は最後の章をなんとか読み終えた

064 before long まもなく =soon
Most students will have to come to school by their car before long.
やがて ほとんどの学生が車で通学しなくてはならなくなるだろう。

065 of use 役に立つ =useful
These textbook must be of use to us on driving a car.
これらのテキストは車の運転のときに役立つに違いない。

066 come true （夢などが）実現する =be realized
She was going to go America to make her dream come true.
彼女の夢の実現のため、彼女はアメリカへ行くつもりでした。

067 at last ついに =finally in the end
At last we are getting to America.
ついにアメリカに着いたぞ。

068 frankly speaking 率直にいうと =to be frank with you
Frankly speaking,your way of thinking is stupid.
率直に言うと、あなたの考えはばかげている。

069 for good / for ever 永久に 永遠に =permanently forever
You will remember this incident for good.
あなたは この出来事を永久に忘れないでしょう

070 to be frank （with you）
率直に言うと =frankly speaking
To be frank with you,you should work harder.
率直に言うと あなたはもっと勉強するべきです。

071 to be sure 確かに なるほど
=certainly indeed =of course =no doubt
You can do it,to be sure,but your attitude toward customer is not good.
確かにあなたはそれをすることができますが、あなたの客に対する態度はよろしくない。
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072 to begin with /to start with まず第一に (=in the first place)
We can't travel. To begin with,it's too cold. Besides,we have no money.
我々は旅行できません。まず第一に寒すぎる。その上にお金もない。

073 to tell the truth 実を言うと
To tell the truth,I don't have a ticket for this concert.
実を言うと 私はこのコンサートの切符をもっていません。

074 be about to do まさに～しようとしている
I was just about to take a bath,when the telephone rang.
私がちょうど風呂に入りかけていたときに電話が鳴った。

075 make progress(in A) (A において)進歩する
Our country is making remarkable progress in mechanical technology.
我々の国は機械技術では 著しい進歩を遂げています。

076 get well 元気になる
My mother will get well soon.
私の母は まもなく具合がよくなるでしょう。

077 be(get)caught in a shower にわか雨にあう
The man was caught in a shower on his way to job.
その人は仕事へ行く途中でにわか雨に会いました。

078 on account of A A(原因 理由)のために A のせいで
He retired on account of poor health.
彼は体がすぐれないので、退職しました。

079 learn to do ～できるようになる
You will learn to speak two foreign languages next year.
あなたは 来年には二ヶ国語をはなせるようになるでしょう。

080 be different from A A と違う 異なっている
In that respect my opinion differs from yours.
その点においては 私の意見はあなたの意見と異なっている。

081 be satisfied with A A に満足する
She is quite satisfied with this skirt.
彼女はこのスカートにすっかり満足している。

082 not A but B A ではなくて B だ
Not money but love is needed now.
今必要なのは お金ではなく愛である。

083 not only A but also B A だけでなく B もまた
Not only the players but also the audience was moved over this game.
この試合では 選手だけでなく 観衆も感動した。

084 A as well as B B だけでなく A もまた
Teachers as well as students watched the baseball game on TV.
生徒だけでなく先生も テレビで野球の試合を見た。

085 (be)fond of～ ～を好む
Mike is fond of listening foreign music on the radio.
マイクはラジオで外国の音楽を聞くことが好きです。

086 a piece of～ 一片の ひとつの
The teacher gave me a good piece of advice.
その先生は 私によい助言をしてくれました。
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087 in spite of～ ～にもかかわらず
In spite of traffic accident, they arrived at the airport on time.
交通事故にもかかわらず、彼らは 時刻どうりに空港に到着した。

088 be afraid of A A を恐れる
John was afraid of falling from the floor.
ジョンは床から落下することを恐れていた。

089 at first 最初は
What seems easy at first often turns out to be difficult.
最初は簡単に思えることでも しばしば難しいとわかることがある。

090 had better do ～したほうがよい
You'd better go there this evening.
あなたは 今晩そこへ向かって行ったほうがよいです。

091 suffer from A A に苦しむ A をわずらう
She is suffering from a headache.
彼女は頭痛に苦しんでいます。

092 (be)sure of A A を確信している
If you are not sure of the meaning of the word,you should look it up in the dictionary.
もしもあなたが、単語の意味に確信がないのなら、辞書を引くべきです。

093 by oneself 一人ぼっちで ＝alone for oneself 独力で
My grandmother lives in this house by herself.
私の祖母は この家でひとりで暮らしている。

094 be far from A 決して A ではない
Nowadays it was far from easy to get a good job.
今日では よい仕事を得るのはたやすくない。

095 depend on(upon)～
～に依存する ～次第だ
We depend on foreign countries for our food.
我々の食料は諸外国に依存している

096 to one's surprise 驚いたことに
To her surprise,her handbag was gone.
彼女が驚いたことには 彼女のハンドバックがなくなっていた。

097 generally speaking 一般的に言えば
Generally speaking,lion are stronger than sheep.
一般的に言えば ライオンは羊よりも強い。

098 by accident /by chance 偶然に たまたま =accidentally
We met each other again completely by accident.
私たちは まったく偶然に再会した。

099 as soon as S V ～のすぐ後に ～しだい
As soon as we get the tickets, we'll send them to you.
チケットが手に入り次第、あなたのところに送ります。

100 101 give up A A をやめる =stop give A up (希望 考え)をあきらめる
We wish my father could give up smoking.
父が喫煙をやめることができればなぁ

Mike gave up the idea of going to university.
マイクは 大学に行く考えを捨てた。
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102 103 according to A A によれば A に従って 応じて
According to the radio, it will rainy tomorrow.
ラジオによると、明日は雨でしょう。

The salary is fixed according to age and experience.
給料は年齢と経験によって決まってくる。

104 be sorry for(about) A feel sorry about A A をすまなく思う A を後悔している
I'm sorry for having kept you waiting so long.
たいへん長らくお待たせしましてすいません。

105 laugh at A
A を笑う
I can't stand being laughed at in public.
私は 人前で笑われることには我慢できない。

106 107 look for A / search for A A を探す
I wonder that she is looking for her bag.
彼女はバッグを探しているのかしら

I've been searching for my puppy for a month.
私は私の犬を１ヶ月も探しています。

108 speak ill of A A の悪口を言う 悪く言う
He is always speaking ill of his wife.
彼はいつも妻の悪口を言う。

109 110 agree with A A（意見 人)に賛成する A(食べ物 条件など)が体質に合う
My father agree with me about the holiday plan.
父の休日についての考えは私と同じです。

That foods didn't agree with me.
あの食べ物は 私の体質には合わない。

111 instead of A A をしないで A の代わりに
I studied math harder instead of playing TV game.
私は テレビゲームをしないで数学を真剣に勉強しました。

112 succeed in A A に成功する
It is everyone's wish to succeed in life.
人生において成功するのはみんなの願いです

113 114 so to speak = as it were いわば
The old man, as it were, walking dictionary.
その老人はいわば生き字引です。

That man is, so to speak, grown-up child.
あの男はいわば 大きな大人です。

115 on one's way (to A) /on the way(to A) （A へ行く）途中で
On my way to the theater I saw a big dog on the street.
劇場へ行く途中で 私は街路で大きな犬を見た。

116 no more これ以上～ない もはや～ない
I am full, and can eat no more.
私は おなかいっぱいで、これ以上食べれません。

117 no more than A わすが A ほんの A
Human beings can live up to 30 days without food, but no more than 6 without water.
人間は食べ物なしで 30 日間生存できるが わずか６日程度水がなければ生きられない。
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118 no longer もはや～でない
Sala one of my girlfriend no longer lives in this city.
私のガールフレンドの一人のサラは、もはやこの町には住んでいない。

119 as usual いつものように
This machine was in trouble as usual.
この機械はいつものように 故障した。

120 make an effort to do A A しようと努力する =try to do
You should make an effort to stop smoking.
あなたは禁煙するように努力するべきです。

121 be well off 暮らし向きがよい
Grandmother was well off, so she didn't worry about money.
祖母は裕福だったので、お金の心配をしなかった。

122 Judging from A /judging by A A から判断すると
Judging from the look of the sky, it's going to rain this afternoon.
空模様からすると きょうの午後は雨になりそうです。

123 first of all 何よりもまず
First of all, may I have your name, please?
何よりもまず あなたのお名前をお聞かせください。

124 prefer A to B B よりも A を好む
When I was student, I preferred coffee to tea.
私が学生のころは、紅茶よりコーヒーを好んだ。

125 126 be busy doing ～するので忙しい be busy about(または over)A A で忙しい
I was busy getting ready for the journey.
私は旅行の準備をするのに忙しかった。

My father was busy over his daily work.
私の父は 毎日の仕事で忙しかった。

127 afford to do ～する余裕がある ～しても大丈夫 （金銭 時間的に）
I can afford to keep motorcar and boat.
私は車と船を所有する余裕がある。

128 by nature 生まれつき =by birth
He is by nature a generous person.
彼は生まれつき寛大な人間です。

129 keep one's word (promise) 約束を守る
Because he always keeps his word, you may trust him.
彼はいつも約束を守るので、あなたは彼を信頼してもよい。

130 provide A with B A に B を供給する
He provide us with everything we need.
彼は我々に必要なものをすべて与えてくれた。

131 take care of A A の面倒を見る
They give part of their spare time to take care of the sick.
彼らは開いた時間の一部を病人の介護にあてています。

132 not necessarily 必ずしも～でない
The good will not necessarily prosper.
善人が必ずしも成功するとは限らない。
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133 never fail to do 必ず～する
Mary never fail to call us when she comes to my town.
メアリーは私たちの町に来たときには必ず我々を訪問する。

134 in other words 言い換えれば すなわち =that is to say
In other words, the government's policy is bankrupt.
言い換えれば 政府の政策は破綻をきたしている。

135 take A into account(consideration) A を考慮に入れる
We must take his age into account when we judge his score.
彼の得点を判定する場合に 彼の年齢を考慮しなくてはならない。

136 thanks to A A のおかげで
Thanks to the good weather, the outdoor concert was great success.
天候がよかったせいで 野外コンサートは大成功した。

137 at least 少なくとも = not less than
You will pay for a book at least $500.
あなたは少なくともこの本に 500 ドルは支払うだろう。
138 all day (long) 1 日中ずっと =all the day
I stayed home all day long studying math.
私は数学の勉強をして１日中家にいた。

139 ask A for B A に B を求める くれと頼む
You should not ask him for money. He is broke.
あなたは彼にお金をねだってはいけません。彼は一文無しです。
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UNIT ２

( )内は各 UNIT 内での例文 NO

140(001) remind A of B A に B のことを思い出させる
This song reminds me of my happy childhood.
この歌は私に幸せな子供時代を思い出させてくれます。

141(002) deprive A of B A から B（権利 能力など）を奪う
The accident deprived him of his sight.
その事故で 彼は視力を失った。

142 (003) have nothing to do with A A とは関係ない
This accident has nothing to do with me.
この事故は私とは関係がありません。

143 (004) 144 (005) come from A A の出身である A に起因する
It doesn't matter where he comes from.
彼がどこの出身であるかなどは関係ありません。

The result came from his rudeness.
結果は彼の怠慢によって起きました。

145 (006) tell A from B A と B を区別する
Can you tell a swallow from a sparrow?

=distinguish A from B

あなたは ツバメとスズメの区別はできますか

146 (007) of importance =important 重要な
Is he a person of importance?
これは重要な人物ですか？
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147 (008) look like ～
～のように見える
What's the matter,Mike? You look like you are crying.
どうしたんだマイク？あなたはまるで泣いているようだよ。

148 (009) be tired of A A に飽きる =be sick of A
I am tired of his excuse.
私は彼の言い訳にはうんざりしている。

149 150 (010) (011)be supposed to do ～であると思われている
Mr. Smith was commonly supposed to be dead.

(慣習 規則で）～することになっている。

スミスさんは世間では死んだと思われている。

Everyone is supposed to wear a seat belt in cars.
車では 誰でもシートベルトをすることになっている。

151 (012) with regard to A /with respect to A A に関しては
We have no complaints with regard to our salary.

=about A =as to A

我々は、給料については不満はありません。

152 (013)be good at A A を得意とする
Kenji is good at chemistry.
健二は化学が得意です。

153 (014)All you have to do is (to)A A しさえすればよい
All you have to do is take one look at him in order to find him strange.
彼が変わり者であることを知るには 彼を一見すればよい。

154 (015)155 (016)neither A nor B A でも B でもない
Neither Jane nor Tom was at the meeting.
ジェーンもトムも会合にはいなかった。

My friend Bob neither smoke nor drinks.
私の友人のボブはタバコも酒もやらない

156 (017) 157(018) such A as B B などのような A
Father will give you such present as you'll remember.
父はあなたが忘れないような贈り物を与えるでしょう。

I like such sports as tennis and table tennis.
私はテニスや卓球のようなスポーツが好きです。

158 (019) by the dozen ダース単位で
Pencils are sold by the dozen.
鉛筆は１ダース単位で売られる。

159 (020) be true of A A に当てはまる
The same is true of this story.
同じことが この物語にも言える。

160 (021) 161 (022) be true to A A とそっくりである A に忠実である
His performance is true to nature.
彼の演技は真にせまっている。

The translation was nicely true to the original.
その翻訳は厳重に原文に忠実であった。

162 (023) be acquainted with ～
と知り合いである
He can't be acquainted with that girl.
彼があの少女と知り合いになれるはずがない。
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163 (024)forget to do ～し忘れる
We often forget to bring my notebook when go out.
私たちはしばしば、外出のときノートを持ち出すのを忘れる。

164 (025)165 (026) deal with A １ A (本や新聞など）を論じる 2 A を処理する（問題、案件）
This magazine deals with problems of today's economy .
この雑誌は今日の経済問題を扱っている。

I don't know how to deal with this matter.
私は この案件をどのように扱えばよいのかわからない。

166 (027)deal in A A を商う
This shop deals in latest computer.
この店は最新のコンピューターを扱っています。

167 (028) call A up A（人）に電話する
Call me up whenever you need my help.
私の助けが必要ならば、いつでも電話してきてください。

168 (029) take a look at A have a look at A A を見る
Can I have a look at the picture?
その写真を私にみせてくれますか？

169 (030) sooner or later 遅かれ早かれ
The company will sooner or later be declared bankrupt.
その会社は遅かれ早かれ、破産を宣告されるでしょう。

170 (031) be famous for A A で有名である
Shiga prefecture is famous for its large lake.
滋賀県は 大きな湖で有名です。

171 (032) cannot --too ～ いくら--しても～しすぎることはない
You cannot be too careful in choosing your friends.
友人を選ぶときにはいくら注意してもなりすぎることはない。

172 (033) 173 (034) be familiar with ～ ～に熟知している ～をよく知っている =be at home with A
They were familiar with these machines.
彼らはこれらの機器には熟知している。

He is quite at home with that writer.
彼は あの作家には極めて精通している。

174 (035) by air 空路で 飛行機で
I have been to Hokkaido by air.
私は 飛行機で北海道へいったことがあります。

175 (036) 176 (037) 1 carry out A carry A out/（実験など）を行う 2 A（計画 約束などを）果たす
Various attempts were carried out to destroy the wall.
その壁を破壊するために さまざまな試みが行われた。

Lucy decided to carry out the project.
ルーシーはその計画を実行すると決心した。

177 (038)owe A to B A は B のおかげである A を B に負っている A を B に借りている
We should not forget that we owe what we are to the professor.
我々は、今の我々が教授のおかげであることを忘れるべきではない。

178 (039)have a headache 頭痛がする
I have had a slight headache since last night.
私は 昨夜から 軽い頭痛が続いている。
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179 (040)put off A /put A off A を延期する = postpone A
They will put off the concert because of typhoon.
台風のため、彼らはコンサートを延期するでしょう。

180 (041)make no difference 重要ではない どうでもいい
It makes no difference to me whether it will rain or not tomorrow.
明日 雨が降っても降らなくても 私にはどちらでもいいことだ。

181 (042)the more ---, the more ～ ---するとますます～
The more I speak English, the more interesting I came to find it.
英語を話すにつれて、ますます英語が面白く感じられた。

182 (043)in any case どんな事情にしろ いずれにせよ
Sorry for my late. In any case, we'll go there now.
遅れてすいません。 いずれにせよ、今からそこへ行こうよ。

183 (044) 184 (045)anything but A 決して A ではない
My sister is anything but aggressive.

A 以外であれば何でも

私の姉は攻撃的な人ではない。

He will do anything but studying.
彼は 勉強以外なら何でもするでしょう。

185 (046)take A for B A を B とみなす A を B と間違える =mistake A for B
They often take my mother for Lucy.
彼らはしばしば、母をルーシーだと間違える。

186 (047)187 (048) be about to do まさに～しようとしている = be on the point of doing
We were just about to arrive at the station when the train left.
列車が離れて行ったとき、私たちは まさに、駅へ着こうとしていた。

The train was on the point of leaving when I saw him on the train.
私が列車の彼を見つけたとき、電車は発車しかけていた。

188 (049)whatever A may B 何が～しようとも ～するものは何でも
Whatever you may say, I won't give it up.
あなたが何と言おうとも、私はあきらめない。

189 (050)～no wonder (that)S V ---は当然だ ---は驚くに当たらない
It is no wonder that he has ability to manage a business.
彼が事業を経営する才能を持っていることは驚くにあたらない。

190 (051) there is no doing ～することは不可能だ わからないには telling または knowing が多い
There is no telling who is the best player on this team.
このチームで誰がベストプレーヤーかはわからない。

191 (052)be in time (for～)

(～に)間に合う

I was just in time for the last train.
私は、最後の電車にぎりぎりで間に合った。

192 (053) turn out to be～ ～であるとわかる =prove to be
Things that seem to be a success at first may turn out to be a completely failure.
最初には成功でるように見えていたものが、完全なる失敗でるとわかることがある。

193 (054) for the purpose of doing ～するために ～しようとして
He went to America for the purpose of studying jazz.
彼は ジャズを学ぶためにアメリカへ渡った。
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194 (055) after all 結局
After all he came to do it alone.
彼はそれを結局一人ですることになった。

195 (056) major in A A を専攻する
He major in biology at this college.
彼は この大学で生物学を専攻しています。

196 (057) that is to say すなわち =in other words 言い換えれば
They are leaving in six days,that is to say, He will leave in this month.
彼らは６日後には出発します。すなわち、今月中に去るでしょう。

197 (058) kill time 時間をつぶす
I killed time by playing game in this room.
私はこの部屋でゲームをしながら時間をつぶした。

198 (059) catch up with ～ ～に追いつく =overtake A
He worked hard to catch up with the rest of the class.
彼はクラスの他の人に追いつくために 一生懸命がんばった。

199 (060) keep up with ～ ～に遅れをとらないようにする =catch up with
We watch the TV to keep up with what's happening in the world.
私たちは世界情勢に遅れないように テレビを見ている。

200 (061) be based on A A に基づいている
This story is based on real event.
この物語は 真実の出来事に基づいています。

201 (062) 202 (063) belong to A 1 A に所属している
I hear that John belongs to the music club.

2 A のものである

ジョンは音楽部に所属しているらしい。

Does this racket belong to you?
このラケットはあなたのものですか？

203 (064)go on with～ ～を続ける
Go on with what you're doing.
あなたのやっていることを続けなさい。

204 (065 )205 (066) go on 起こる =occur happen take place
What's going on in this area?

2 続く

=continue

この地域で何が起こっているですか？

Earthquake won't go on any more.
地震はこれ以上続かないでしょう。

206 (067) 207 (068) at once すぐに 同時に
You should repair it at once.
あなたは それをすぐに修理するべきです。

Don't all talk at once in the class.
授業中には 口々に話をしてはいけません。

208 (069) 209 (070) by way of A 1 A を経由して ２ A のつもりで A として
The president flew from Japan to New York by way of Hawaii.
大統領は 日本からハワイ経由でニューヨークへ飛んだ。

My friend told my mother the story by way of a joke.
友人は 私の母に 冗談のつもりでその話をした。
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210 (071) as if S V まるで～かのように
Maki talks as if she had seen the accident at that time.
まきは あたかもその時に事故を見てきたかのように話した。

211 (072)It is not until ～that S V ～して初めて
It was not until I told her the truth that she realized her failure.
私が彼女に真実を伝えて やっと彼女は自分の失敗に気づいた。

212 (073)be likely to do ～しそうである するであろう
Which color is the most likely to be sold this year?
今年は どの色が最も売れるでしょうか？

213 (074) 214(075) make oneself understood 用が足りる 話が通じる
understood は他の過去分詞になることもある
I could not make myself understood in English.
私は 英語で話が通じなかった。

I could not make myself heard at the noisy platform.
私は 騒がしいプラットフォームで声を届かせることができなかった。

215 (076) as (so)far as (S V または I know) ～の限りでは
As far as I know,Tom will be going to Tokyo next month.
私の知る限りでは、トムは来月 東京へ行くつもりです。

216 (077) as(so) long as S V ～であるならば-- ～で在る限り-You may use my desk as long as you do not open my books.
私の本を開かないのであれば、私の机を使ってもよろしい。

217 (078) think of A 1 A のことを考える 2 A を思い出す 3 A を考え出す 思いつく
Can you think of beautiful mountains around here?
このあたりで美しい山々で 思い当たるところはありませんか？

218 (079) think of A as B A を B とみなす = regard A as B
He think of practice of singing as a waste of time.
彼は 歌の練習は時間の浪費だと考える。

219 (080)by no means 決して～ではない
The government is by no means reliable.
政府は決して頼りにはならない。

220 (081) what is called いわゆる
My father is what is called self-made man.
私の父は いわゆる たたき上げの人です。

221 (082) be absorbed in A A に夢中になる
Tom was so absorbed in playing baseball that he hardly heard our speak.
トムはたいへん野球に夢中になっていたので 我々の話がほとんど聞こえなかった。

222 (083) make use of A A を使用する 利用する
You may make use of this ground tomorrow.
あなた方は 明日この運動上を使用してもよろしい。

223 (084)There is no point(in)doing ～しても意味はない 無駄です
He doesn't have a driver's license, so there's no point in lending him a car.
彼は運転免許を持っていませんので、彼に車を貸しても意味がありませんよ。
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224 (085)be superior to ～ ～よりも優れている
This computer is superior to that one in design.
このコンピュータの方が あれよりもデザインで優れている。

225 (086) not so much A as B A というよりもむしろ B である =B rather than A
He is not so much novelist as musician.
彼は小説家というよりも むしろ音楽家です。

226 (087) 227 (088)in favor of A A に賛同して A に有利に
I'm very much in favor of cutting taxes.
私は減税に大いに賛成です。

The machine has been improved in favor of the aged.
その機械は高齢者が使いやすいように改善された。

228 (089) the last ---to (do 動詞一般) まったく～ない-He is the last person to tell a lie.
彼はうそをつくような人ではない。

229 (090) spend A on B A を B に費やす A は金または時間など
My brother usually spends $50 a day on food.
私の兄はたいてい １日で 50 ドルを食費に費やす。

230 (091) spend A doing するのに A を費やす A をして過ごす
He spent his entire life discovering new planet.
彼は 大半の人生を新しい惑星を発見することに費やした

231 (092) 232 (093) stand for A A をあらわす 象徴する =represent A A を支持する =support A
Do you know what CEO stands for?
あなたは CEO が何を表すか知っていますか？

Our society stands for democracy.
我々の共同社会は民主主義を支持しています。

233 (094) stand by A A を支持する =support A A の力になる =help A
My father stood by me whenever I am in trouble.
私の父は私が困っているときにはいつでも私を助けてくれた。

234 (095)235 (096)236 (097)
put up with A 1 A を我慢する 2 A のところにとまる put up at A A に泊まる
I don't know how she put up with my dog's barking.
彼女が私の犬の鳴き声をどのように我慢したのわからない。

I'm going to put up with you tomorrow.
私は明日あなたのところに泊まるつもりです。

We are going to put up at your house tomorrow.
私は明日あなたの家に泊まるつもりです。

237 (098)cannot help doing ～せずにはいられない
We could not help thinking that it was our fortune.
私たちは それが運命だと考えざるを得なかった。

238 (099) 239 (100)all the way １ 途中ずっと ２ はるばる
The middle-aged women kept talking all the way.
中年の女性が 途中ずっと話し続けていた。

We walked all the way home from the office.
私たちは会社から家まではるばる歩いた。
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240 (101) 241 (102) believe in A 1 A の存在を信じる A を信仰する 2 A の正しさ 価値を信じる
We believe in Christianity.
私たちはキリスト教を信仰しています。

He believes in exercising daily for good health.
彼は毎日の運動は健康によいと信じています。

242(103) 243(104) be worth doing /it is worth while ～ ～する価値がある
The museum is worth visiting.
その博物館には行ってみる価値がある。

It is worth while trying that again.
それは もう一度試してみる価値がある。

244 (105) 245 (106) so far これまで 今までのところ =till now =up to now =as yet (否定 疑問文で）
Our plan has worked well so far.
われわれの計画は今のところうまくいっています。

As yet, we haven't had a single applicant.
今のところ 一人の応募者もいない。

246 (107) cry out for A A を求めて大声を出す
The passengers cried out for help.
乗客たちは 助けを求めて叫んだ。

247 (108) 248 (109) put on A / put A on 服などを身に着ける 着る 太る
Do I have to put on a tie?
私はネクタイを身に着けなければいけませんか？

You've put on weight.
あなたは太ってしまいましたね。

249 (110) call on A A(人)を訪問する =visit A
My father called on me unexpectedly.
私の父は 私を不意に訪ねてきた。

250(111) 251 (112) 252(113) sit up 起きている 起き上がる sit A up A を起き上がらせる
I sat up late watching TV.
私は夜遅くまでテレビをみて起きていた。

Then I heard noise and sat up suddenly.
そのとき私は騒音が聞こえたので 突然起き上がった。

You should sat her up carefully.
あなたは 注意して彼女を起き上がらせるべきです。

253 (114) 254 (115) insist on A A を要求する A（事実など）を主張する
He insisted on my paying the bill.
彼は私に勘定を支払うように要求した。

She insisted on the accuracy of her report.
彼女は 報告の正確さを主張した。

255 (116) by the way ところで それはそうと =incidentally
By the way, are you free tonight?
ところで 今夜はお暇ですか？

256 (117) 257 (118) for example/for instance 例えば
Some countries, for example, America and Russian have many nuclear weapon.
いくつかの国 例えば アメリカやロシアは 多くの核兵器を持っています。

Japan is full of historical cities. Kyoto and Nara, for instance.
日本には歴史のある都市が多くある。例えば 京都や奈良です。
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258 (119) help oneself (to)A A を（自分で）とって食べる（飲む）
Alice helped herself to a huge slice of bread.
アリスはパンを大きく切り取って食べた。

259 (120) take one's time じっくり時間をとる 時間をかけてする
It's better take your time than to hurry and fail.
急いで失敗するよりも じっくり時間をかけた方がよい。

260 (121) know better than to do ～するほどバカではない
I knew better than to expect her to help.
私は彼女が助けてくれることを期待するほどバカではない。

261 (122) be used to doing / be accustomed to doing ～するのに慣れている
I'm used to doing same thing for a long time.
私は 同じことを長い時間するこに慣れている。

262 (123) feel like doing ～したい気がする 263 (124) feel like ～ ～がほしい
We all feel like watching baseball game on TV.
私たちはみな テレビで野球の試合を見たい気がした。

I don't feel like whiskey tonight.
今夜はウイスキーなど飲む気がしない。

264 (125) be at a loss 途方にくれる
Without my help, you would have been at a loss.
私が助けてあげなければ、あなたは途方にくれていたでしょうに。

265 (126) in general 一般に =generally =usually
In general, young people living in this area don't study hard.
一般に この地域の若い人はあまり熱心に勉強はしない。

266 (127) It goes without saying that -- --は言うまでもない
It goes without saying that he was very pleased.
彼がとても喜んだことは言うまでもない。

267 (128) rob A of B A から B を奪う
They robbed Mr. Smith of his car.
彼らは スミス氏から 車を奪った。

268 (129) be dependent on A A に頼っている
She is still dependent on her parents.

=depend on A

彼女はまだ 両親に頼っている。

269 (130) 270 (131) face to face(with～) 直面して ～と向かい合って ～と直面して
He stood face to face with his enemy.
彼は敵と向かい合っていた。

You should talk to your father face to face.
あなたは お父さんと面と向かって話すべきです。

271 (132) complain about (of)A A について文句を言う A について不平を言う
The old man complained to me about the police man he met yesterday.
老人は私に、彼の昨日会った警官についての不満を言った。

272 (133) introduce A to B A(人)B(人)に紹介する
She introduced me to her parents at the meeting.
その会合で彼女は私を両親に紹介した。
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273 (134) make use of A A を利用する
We can make use of good software in this society.
私たちはこの学会ですばらしいソフトウェアを利用できます。

274 (135) do A good/do good to A A に利益を与える
Fresh air will do us good.
新鮮な空気は私たちを健康にする。

275 (136) with ease 容易に 楽に 難なく
He performed playing violin with ease.
彼はバイオリンの演奏を難なくやってみせた。

276 (137) run out of A A を使い果たす 切らす
You must not ran out of this paper.
あなたは この紙を使い果たしてはいけません。

277 (138) make sense 道理にかなう 意味が通る
What are you talking about? It doesn't make sense.
あなたは何のことを話しているのですか。意味がわかりませんよ。

278 (139) leave for A A に向けて出発する =start for A
We want to leave for Osaka in this month.
私たちは今月中に大阪へ向かいたい。

unit2

UNIT ３

( )内は各 UNIT 内での例文 NO

279 (001) in a hurry 急いで =in haste
I told my children to get ready in a hurry.
私は 子供たちに早く用意するように言った。

280 (002) something is wrong with～

there is something wrong with A

～はどこが具合が悪い 調子が悪い

Something is wrong with my computer today.
私のコンピュータは今日どこか調子が悪い。

281 (003) if possible できれば
I want to meet you next Monday, if possible.
私は できれば、来週の月曜日にあなたにお会いしたいのですが。

282 (004) The trouble is that S V 困ったことにＳＶ
The trouble is that there is little oil left.
困ったことに、油が底をつきかけています。

283 (005) in the long run 長い目で見れば
The investment will be rewarded in the long run.
投資は長い目で見れば 報われるでしょう。

284 (006) learn by heart 暗記する
We should learn these basic words by heart.
私たちは これらの基本単語は暗記するべきです。

285 (007) 286 (008) call off A / call A off A(行事）を中止する A(約束)を取り消す =cancel A
The pilot called off the strike.
パイロットはストライキを中止した。

The teacher called off the picnic because of the storm.
先生は 嵐のためにピクニックを中止した。
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287 (009) make oneself at home くつろぐ 楽にする =make oneself comfortable
Please make yourself at home.
どうぞくつろいでください。

288 (010) apologize to A for B A(人)に B のことで謝る
She apologized to me for stepping on my foot.
彼女は 私の足を踏んだことを謝罪した。

289 (011) fall in love with A A に恋をする
I think that my little brother fell in love with that girl.
私は 弟があの少女に恋をしてしまったと思う。

290 (012) for a while しばらくの間
For a while we lived in America.

=for some time

しばらくの間 私たちはアメリカに住みました。

291 (013) without fail 必ず 間違いなく
You have to bring the text-book next time without fail.
あなたは 間違いなく次回は教科書を持ってこなくてはなりません。

292 (014) turn up A /turn A up A（音量など）を大きくする
Turn the radio up a little. I can hardly hear it.
ラジオの音をもう少し大きくしてください。私にはほとんど聞こえません。

293 (015) turn up /show up (人など)が現われる
No animal turned up in the wood.
森には 動物は現れませんでした。

294 (016) be made of A A(素材)からできている
That boat is made of good oak.
あのボートは良質のオーク材から作られている。

295 (017) find out A / find A out A を知る A がわかる =discover A
They could not find out what the words means.
彼らは その言葉が何を意味するのか解りませんでした。

296 (018) die of A A(病気 飢えなどで）死ぬ
My father died of cancer last year.
私の父は 昨年がんで亡くなった。

297 (019) wait on A A(人）に仕える A(客)に対応する
Have you been waited on?
他の店員が もう うががいましたでしょうか？

298 (020) 299 (021)get away(from A) （A から)逃げる =escape from A
She usually get away from the office by four thirty.
彼女はいつも４時半までに退社する。

We often wanted to get away from everyday life.
私たちはしばしば、日常生活から逃げ出したくなる。

300 (022)take～(it)for granted ～を当然のことと思う
I took for granted that he would buy a new car.
私は 彼が新車を買うものだと思っていた。
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301 (023)be worth doing ～する価値がある
London is worth while visiting.
ロンドンは行ってみる価値がある。

302 (024)be in the habit of doing ～をする習慣がある
I'm not in the habit of smoking cigar.
私は葉巻を吸う習慣はありません。

303 (025)never --without doing ～することなしに--しない --すれば必ず～する
=cannot --without doing
He never go mountain without being bitten by bug.
彼が山へ行くと 必ず虫に食われてくる。

304 (026)bring about～ ～を引き起こす
Trying may bring about new ideas.

=come about～

試してみることによって、新しい考えが浮かぶかもしれません。

305 (027) come across A A を偶然見つける A に偶然出会う
I came across rare beetle in the wood.
私は偶然、珍しいカブトムシを森で見つけた。

306 (028) in fact 実際のところ
Mr. Smith is in fact baseball player now.
スミス氏は実際のところ、今、野球選手です。

307 (029) tend to do ～する傾向がある
It tends to rain here a lot in this season.
ここでは この季節には多くの雨の降る傾向があります。

308 (030) lest S(should）V ～しないように ～だといけないから
She kept silent lest she should betray the truth.
彼女は真実をもらさないように黙っていた。

309 (031) 310 (032) get over A 1 A を克服する =overcome 2 A から回復する =recover from A
We managed to get over the problems without any help.
私たちは何ら助けをかりずに問題を克服した。

You'll get over your bad cold soon.
あなたは すぐに ひどい風邪から回復しますよ。

311 (033) get through with A A をやり遂げる =finish A =get through A
If I get through with my homework, I'll go back soon.
宿題をやり終えたら、すぐに戻ってきます。

312 (034) on the contrary それどころか とんでもない
Jack is not rude. On the contrary, he is quite polite person.
ジャックは不作法ではない。それどころか、とても礼儀正しい人です。

313 (035) get used to ～ ～に慣れる = get accustomed to ～
I got used to the heat in Tokyo.
私は東京の暑さに慣れた。

314 (036)on time 定刻に 時間どうりに
The train we ride on arrived on time.
私たちの乗った列車は 定刻どうりに到着した。

unit3

315 (037) one --. the other～ 一方--他方～
She has two sisters;one is high-school student and the other goes to college in Tokyo.
彼女には２人の姉妹がいて、ひとりは高校生で もう一人は東京の大学に行っています。

316 (038) be anxious for ～ ～を切望する
My father was anxious for new computer.
私の父は 新しいコンピューターを欲しくてたまりませんでした。

317 (039) keep A in mind A のことを心に留めておく 覚えておく =bear A in mind
You should keep the cost in mind when making plan.
あなたは 計画を立てるときには費用のことも頭に入れておくべきです。

318 (040) as many as ～ ～もの多くの ～と同数の
He has read as many as 100 books for a month.
彼はこの 1 ヶ月で 100 冊もの本を読み上げた。

319 (041) of late 最近 =lately = recently
I haven't seen her of late.
私は最近 彼女を見かけません。

320 (042) be short of～ ～が不足している
We are very short of money.
私たちは たいへんお金が不足している。

321 (043) right away すぐに =right now
All of my furniture should be taken to new house right now.
私のすべての家具は すぐさま 新しい家に運ばれるべきです。

322 (044) for the first time 初めて
I went to Paris for the first time this year.
私は今年 初めてパリへ行きました。

323 (045) in terms of ～ ～の観点から ～の点から
My friend thinks of everything in terms of money.
私の友人は あらゆることをお金の観点から考える。

324 (046) pay A for B B の代金として A を支払う
I have to pay $6000 for this new car.
私は この新しい車の代金として 6000 ドル支払わなくてはいけません。

325 (047) try doing ～してみる
You should not try driving this car any more.
あなたはこの車を これ以上運転してみるべきではありません。

326 (048) make it a point to do ～することにしている =make it a rule to do =make a point of doing
I make it a point to sing a song every morning.
私は 毎朝 歌を歌うことにしている。

I make it a rule to jog every morning.
私は 毎朝ジョギングすることにしている。

327 (049) object to ～ ～に反対する
My friend objected to our joining in the club activity.
私の友人は 私たちが、クラブ活動に参加することに反対した。
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328 (050) in a way ある意味では =in a sense =in a manner
In a way you are right, but I still have doubts.
ある意味では あなたは正しい。しかし、まだ疑問が残る。

329 (051) in a sense ある意味では =in a way =in a manner
What he said is true in a sense.
彼の言ったことは ある意味では真実です。

330 (052) 331 (053) send for ～ 1～を呼びにやる
You had better send for the doctor.

2～を発注(郵便などで)する 取り寄せる

あなたは 医者を呼びに行ったほうがよいだろう。

Can you send for this software in a week?
１週間以内に このソフトウェアを取り寄せできますか？

332 (054) in search for～ ～を求めて
Birds flew south in search for foods.
鳥たちは、食べ物を求めて南へ飛んでいく。

333 (055) 334 (056) break into ～ 1 ～に押し入る 2 割り込む（会話などに)=interrupt A
Our house was broken into by thieves while I was away
留守中に私たちの家はドロボウに押し入られた。

You should not break into our conversation.
あなたは 私たちの会話に口をはさむべきではない。

335 (057) hand in ～ ～を提出する 手渡す
Hand in your assignment now.

=give in =turn in ～ =submit ～

さあ 宿題を出しなさい。

336 (058) not in the least～ 少しも～ない =not in the slightest not at all
Young people is not in the least interested in politics of Japan.
若い人たちは日本の政治にまったく興味をもっていない。

337 (059) on the phone 電話で
Who is on the phone?

be on the phone 電話に出ている

だれが電話に出ているのですか？

338 (060) such is ～that S V ～はあまりにも なので-Such was his anger that he lost her words.
彼は怒りのあまり、声もでなかった。

339 (061) consist of ～ ～から成る によって構成される =be composed of A =be made up of A
The committee consists of ten peoples.
委員会は 10 人から構成されている。

340 (062) get rid of～ ～を片付ける ～抜け出る 切り抜ける
Let's get rid of these old books as soon as possible.
これらの古い本をできるだけ早く片付けましょう。

341 (063) in itself それ自体では 本質的には =in oneself
The meal was not bad in itself.
その食事自体は まずいものではなかった。

342 (064) from ～point of view ～の見地からすれば ～の視点からすれば
Teacher always try to see the problem from child point of view.
教師はつねに問題を子供の立場からとらえようとしている。
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343 (065) at the sight of ～ ～を見て
At the sight of his face, she started laughing.
彼の顔を見て 彼女は笑い出した。

344 (066) 345 (067) care for ～ 1 ～を好む ～が欲しい （否定疑問で） 2 ～の世話 面倒をみる
Would you care for some coffee?
コーヒーはいかがですか？

I don't care for these sweets.
私は こういった甘いものは好きではありません。

346 (068) out of date 時代遅れの 旧型の =out of fashion
These methods are out of date now.
こういった方式は 今では時代遅れです。

347 (069) 348 (070) in earnest 本気で 熱心に
It will begin to rain in earnest.
雨は本降りになり始めるでしょう。

You should clean the room in earnest.
あなたは熱心に部屋を掃除するべきです。

349 (071) make out ～ ～を理解する
We cannot make out what he said.
私たちは 彼が何を言っているのか理解できない。

350 (072) so as to do ～するために
She walked carefully so as not to stumble over a rock.
彼女は石につまずかないように注意深く歩いた。

351 (073) the moment(minute) S V ～するとすぐに-Ken called me the moment he heard the news.
ケンはそのニュースを聞いたとたん 私に電話してきた。

352 (074) 353 (075) compare A to B 1 A を B にたとえる 2 A と B を比較する
My father always compare me with my brother.
私の父は いつも 私を兄と比較する。

Life is often compared to a voyage.
人生はつねに 航海にたとえられる。

354 (076) 355 (077) (as)compared with ～ ～と比較すれば
Living here is cheap as compared with Tokyo.
ここでの生活は 東京に比べて安い。

Compared with Jack, Mike is not punctual.
ジャックと比較すれば マイクは時間を守らない。

356 (078) by means of ～ ～によって （手段）
You can travel in this city by means of public transportation.
この都市では 公共交通機関を使って、旅行できます。

357 (079) do without～ ～なしで済ませる =go without～ =dispense with ～
I can't do without cigarettes even for a day.
私は 一日タバコなしではいられない。

358 (080) It is high(about)time
S V もう---してもいいころです
It is high time you push this button.
もう このボタンを押してもよいころです。
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359 (081) one after another 次々に
One after another the light went out.
次々と 明かりが消えていった。

360 (082) out of order
故障中で 調子が悪い
This machine may be out of order now.
この機械は今、故障しているかもしれません。

361 (083) in order 整然として きちんと 調子よく 順調で
On the table books and pencils are arranged in order.
机の上には 本や鉛筆がきちんと並べられている。

362 (084) these days 最近
The price of vegetables is getting higher these days.
最近は、野菜の値段が上がっている。

363 (085) in a ～way(manner) ～の方法（状態）で be in a ～way ～の方法（状態）である
She was in a dreadful way about it.
彼女はそのことで ひどく心配していた。

364 (086) beyond description 言葉では言い表せない（ほど素晴らしい、すごい ひどい）
The scenery of the mountain is beautiful beyond description.
その山の景色は 言葉にできないほど美しい。

365 (087) come to an end 終わる 尽きる
The first term came to an end.
１学期は終了した。

366 (088) not so much as do ～することすらしない = not even do
The man doesn't so much as tell his own his name.
その男は 自分の名前さえ言わない

367 (089) as ～ as any どれ（だれ）よりも～
Jack is as stupid as any man I've met.
ジャックほど馬鹿な人間は珍しい。

368 (090) as a result of ～ ～の結果として =as a consequence of ～
There were floods as a result of heavy rain.
豪雨の結果として、洪水が起こった。

369 (091) 370 (092) be bound to do 1 きっと～する 2 ～する義務がある
The weather is bound to get better next week.
来週には 天気がよくなるだろう。

We are bound to pay $100 in taxes every year.
私たちは毎年 100 ドルを税金で払うことになっている。

371 (093) happen to do 偶然～する
My mother happen to see famous actor yesterday.
私の母は昨日 偶然有名な俳優に会った。

372 (094) 373 (095) in one's presence ～の面前で ～のいる所で
=in the presence of～ ～の面前で ～のいる所で ～に直面して
I often make mistakes in his presence.
私は彼がいるところでは、よくミスをしてしまう。

He feels shy in the presence of the opposite sex.
彼は異性の前に出ると恥ずかしがる。
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374 (096) 375 (097) leave A to B 1 A を B に任せる 託す 2 A(遺産など)を B に残す
Why did you leave this work to your assistant.
あなたは なぜ その仕事を助手に任せたのですか？

You should not leave large fortune to your son.
あなたは ばく大な財産を息子に残すべきではありません。

376 (098) look into A A を調べる 調査する =investigate A =examine A
The central committee is looking into this accident.
中央委員会は この事故を 調べています。

377 (099) in detail 詳しく
I will discuss your plan with you in detail.
私は あなたの計画について詳しく議論しましょう。

378 (100) much less ましてや～ない =still less
This baby can't talk yet, much less walk.
この赤ん坊は話はできない、ましてや歩けない。

379 (101) as far as ～be concerned ～に関する限り ＝so far as
No country could compare with Japan as far as eating fish are concerned.
魚を食べる事に関しては、日本と比較できる国はない。

380 (102) 381 (103) be inclined to do 1 今にも～しそうだ 2 したい気がする
He is inclined to spend too much money on foods.
彼は 食料に多くのお金を使ってしまいがちです。

I'm inclined to accept his proposal.
私は彼のプロポーズを受け入れようと思う

382 (104) above all(things) 何よりもまず =most of all
One should respect, above all, other people's feelings.
人は 何よりもまず 他人の気持ちを尊重するべきだ。

383 (105) all of sudden 突然に =suddenly
All of sudden I remembered that the man was father of my friend.
突然 その男が友人のお父さんであったことを思い出した。

384 (106) ask a favor of A / ask A a favor A に願い事を頼む
385 (107) do A a favor A(人)の頼みを聞く
May I ask a favor of you?
お願いしてもいいですか？

Will you do me a favor?
お願いをしてもいいですか？

386 (108) 387 (109) be ready to do 1 今にも～する 2 喜んで～する be ready for ～ ～の準備をする
Are you ready for the journey?
I am ready to leave.
旅行の準備はできていますか？

私は出発の準備はできています。

We are ready to help you any time.
私たちはいつでもあなたのお手伝いをします。

388 (110) hear from ～ ～から便りがある
I haven't heard from my daughter who goes to university in Tokyo.
東京の大学へ行った娘からの便りがありません。
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389 (111) Nothing is as(so)A as B B ほど A なものはない
Nothing is as precious as good health.
健康ほど大切なものはありません。

390(112) 391(113) take advantage of A 1 A を利用する =make use of A 2 A につけこむ =impose on A
John took advantage of the ground to play soccer.
ジョンはグランドを利用して サッカーをした。

The man took advantage of his blindness.
その男は彼が目が見えないことにつけこんだ。

392 (114) It is no use doing ～してもむだである
It is no use crying over split milk.
こぼれたミルクを前に泣いてもムダです。（覆水 盆に返らず）

393 (115) 394 (116) 395 (117) all the 比較級(for/because of)～ ～だけに（なので）それだけますます
He studied all the harder for being praised by his parents.
彼は両親にほめられるのでいっそう熱心に勉強した。

He talked a lot but they liked him all the better for it.
彼はたいへんおしゃべりだったが、それだけに彼らは彼をいっそう気に入った。

Jimmy wanted to do it all the more for its difficulty.
それが難しいことなので なおさらジミーはやりたがっていた。

396 (118) 397 (119) at large 1 一般の 概して
Citizen at large is hoping for great change.

=in general =as a whole 2 自由で

市民全体が 大きな変革を望んでいる。

Animals was at large for a week.
動物たちは １週間も捕まらなかった。

398 (120) for one thing １つには
for another で 「もうひとつには」
He must be happy. For one thing he's got a promotion.
彼は 幸せに違いない。１つには 彼は昇進した。

399 (121) give rise to～ ～を引き起こす
This method has given rise to serious problems.
この方式は 深刻な問題を引き起こした。

400 (122) fall asleep 寝入る
Jim could not fall asleep all night.
ジムは一晩中寝つけなかった。

401 (123) for or against～ ～に賛成か反対か
Are they for or against the new plan?
彼らは 新しい計画には賛成ですかそれとも反対ですか？

402 (124) hit on(upon) ～ ～をふと思いつく ～を偶然見つける
Suddenly the detective hit on a new idea.
突然 刑事は新しい考えが浮かんだ。

403 (125) occur to ～ ～の心にふと浮かぶ
It occurred to me that I had forgotten to take my purse with me.
私は 財布を持ってくるのを忘れていたことが思い浮かんだ。

404 (126) lose one's temper 平静さを失う 腹をたてる =get angry
Why did you lose your temper at that time?
どうしてあなたはあの時腹を立てたのですか？
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捕まらないで

405 (127) all along 初めからずっと
I knew all along that you would fail.
君が失敗するだろうことは 最初からわかっていた。

406 (128) for fear(that) S (should) V ～するといけないから
He keeps quiet for fear that he should disturb other students.
彼は 他の生徒を邪魔しないように静かにしている。

407 (129) 408 (130) in case S V 1 ～するといけないから =in case of A
2 もし～した場合に =in case of A
You should take your umbrella in case it rains.
雨が降るといけないから 傘を持っていくべきです。

In case of emergency, call this number.
緊急の場合には、この番号に電話してください。

409(131) in charge of A A の担当で A を世話している
I was in charge of that company last Monday.

be in charge of ～ ～の担当である 世話をしている

先週の月曜日は 私があの会社の担当をしていました。

410 (132) 411 (133) keep up A keep A up A（値段 水準 地位 名声 能力）を維持する ＝maintain
We must keep up our position in this neighborhood.
この近辺で我々の地位を落とさないようにしなくてはならない。

You must keep up the quality if you wish to keep up your sales.
あなたが売り上げを維持したいのなら、品質を維持しなくてはならない。

412 (134) day after day 来る日も来る日も
It will be fine day after day in this summer vacation.
今年の夏休みは、来る日も来る日も 晴れるでしょう

413 (135) admire A for B A(人)を B の理由でほめる 賞賛する = praise A for B
If you hear the news, you will admire Mr. Johnson for his courage.
もしあなたがそのニュースを聞いたのならば、あなたはジョンソン氏をその勇気でほめるでしょう。

414 (136) expose A to B A を B にさらす
Don't expose your skin to the sun for too long.
あまり長い時間 肌を太陽にさらしてはいけません。

415 (137) take notice of ～ ～に注意を払う 注目する =pay attention to ～
That student never take any notice of what the teacher says.
あの生徒は 先生の言ったことになんら注意を払わない。

416 (138) show A around / show A round
A(人)を案内して回る
I have promised to show him around London.
私は 彼にロンドンを案内してあげると約束した。

417 (139) do away with ～ ～を廃止する
The man tried to do away with the law.

=abolish A =get rid of A

その人は その法律を廃止しようと試みていた。
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UNIT ４
418 (001) now and then / now and again ときどき =occasionally
These student now and then have a personal chat in the class.

=once in a while

これらの生徒は授業中に ときどき私的なおしゃべりをします。

419 (002) in particular 特に とりわけ =especially particularly
I have nothing in particular to do tomorrow.
私は 明日は特にすることはありません。

420 (003) on condition that S V ～という条件で
He will drive a car on condition that you pay for the gas.
彼は あなたがガソリン代を支払うという条件なら 運転するでしょう。

421 (004) pay a visit to ～ ～を訪問する =visit A
Mr. Smith paid a formal visit to our country.
スミス氏は 私たちの国を 正式に訪問した。

422 (005) be lacking in ～ ～(要素 資質）が欠けている
I thing that he was lacking in wildness.
彼には野性味が欠けていると思う

423 (006) be taken ill / be taken sick 突然病気になる = fall ill =fall sick
We went to America and then she was taken ill at that country.
私たちはアメリカへ行きました。そしてその国で彼女が病気になってしまいました。

424 (007) make believe (that)節 ～のふりをする ・・ごっこをする
The student make believe that he is seriously ill.

＝pretend

その生徒は 重い病気のふりをしています。

425 (008) take A seriously A を深刻にとらえる 考える
He takes what he was told too seriously.
彼は 言われたことを重く考えすぎる。

426 (009) hope for A A を望む A を期待する =wish for A =long for A =yearn for A
We hope for better works from the author.
我われは その著作者からはもっといい作品を期待する。

427 (010) at the cost of ～ ～を犠牲にして
He wanted to succeed even at the cost of money.
彼は お金をかけてでも成功したかった。

428(011) 429 (012)
due to ～ １ ～のために ２ ～に当然与えられるべき ３ ～することになっている
Due to heavy rain the train stopped at the station
激しい雨のために 列車は駅で止まってしまった。

The professor Jim is due to speak tonight.
ジム教授は 今夜演説することになっています。

430 (013) be concerned in(with) A A と関係がある 関与がある
His work is concerned with the preparation of this documents.
彼の仕事は この書類の作成に関わりがある。

431 (014) as a matter of fact 実のところ 実際は
As a matter of fact, he can drive a car.
実のところ 彼は自動車を運転できるんですよ。
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432 (015) 433 (016) in vain 無駄に むなしく
We tried in vain to get him to stop drinking.
私たちは 彼に飲酒をやめさせようとしたが無駄だった。

We tried to get him to stop drinking, but in vain.
私たちは 彼に飲酒をやめさせようとしたが無駄だった。

434 (017) lead to A
A に至る ～につながる
It is often said that poverty leads to crime.
貧困が犯罪につながるとよく言われる。

435 (018) be beside oneself(with～) ～で我を忘れる
After winning the game John seemed to be beside himself with joy.
試合に勝った後 ジョンは喜びで我を忘れているようだった。

436(019) 437 (020) on purpose わざと わざわざ
She missed the bus on purpose.
彼女はわざと バスに乗り遅れた。

He has come on purpose to ask after my health.
彼は わざわざ私の見舞いをしに来てくれた。

438 (021) make a decision 決定する
Director must make a decision on this matter right away.
監督は この件について すぐに決断を下さなくてはいけない。

439 (022) on the whole 概して 大体に =generally
He is, on the whole, a satisfactory student.
彼は 概して 満足のいく生徒です。

440 (023) as a whole 全体として
The machine he invented as a whole is well made.
彼の発明した機械は 全体としてはよくできている。

441 (024) be apt to do ～しがちである =tend to do
The professor is apt to speak loudly if students don't listen to him.
学生がよく耳を傾けていないと、その教授は大きな声でしゃべりがちである。

442 (025) only to do 結果として～しただけだ
Jack went all the way to see him, only to find he was out.
ジャックは はるばる彼に会いに行ったが、彼は外出していただけであった。

443 (026) 444 (027) look over ～ ～にざっと目を通す ～をよく調べる 越しに見る ～を見逃す
The mayor looks over every paper presented by officer.
市長は役人が差し出したすべての書類に目を通した。

The teacher forgave her and looked over her conduct.
先生は彼女を許して、彼女の行為を大目に見た。

445 (028) Apart from ～ ～は別として
Apart from his wife, nobody would defend his action.
彼の妻は別として だれも 彼の行為を弁護しないでしょう。

446 (029) devote oneself to ～ ～に没頭する ～に専心する
He devotes himself to the study of foreign literature.
彼は 外国文学の研究に没頭しています。
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447 (030) have difficulty (in) doing ～するのに苦労する =find difficulty (in) doing
Many official officers will have great difficulty in understanding the new law.
多くの公務員は 新しい法律を理解するのに とても苦労するだろう。

448 (031) 449 (032)
call for A A（助けなどを）大声で求める 事物や状況が A を必要とする 要求する =require
The policeman heard a woman calling for help.
警察官は 女性が助けを求めて叫んでいるのを聞いた。

This situation calls for emergency aid from the world.
この状況では 世界からの緊急援助が必要です。

450 (033) praise A for B B のことで A をほめる
The villagers praised the boy for his courage.
村人は 少年の勇気をほめたたえた。

451 (034) blame A for B B のことで A を責める 非難する せいにする
Student blamed the teacher for his failure.
生徒は自分が失敗したことで先生を責めた。

452 (035) blame A on B B に A の過ちを負わせる
My boss blamed his mistakes on us.
上司は 自分の間違いを 我われのせいにした。

453 (036) at random 手当たり次第に でたらめに
The target of attack was chosen by air force at random.
攻撃目標は 空軍によって 無作為に選ばれた。

454 (037) at a speed of ～ ～の速度で.
The new train was running at an average speed of 200 kilometers per hour.
その新しい電車は１時間に平均で 200 キロメータの速さで走っていました。

455 (038) marvel at ～ ～に驚嘆する （受動態にはできません）
When I enter her room first time, I marveled at her boldness.
私が彼女の部屋へはじめて入ったとき私は彼女の大胆さに驚嘆した。

456 (039) be second to none (in A) A の点では 誰にもひけをとらない 誰にも劣らない
Michiko is second to none in speaking English.
英会話に関しては 美智子は 誰にも劣らない。

457 (040) burst into ～ 突然～しだす はじめる（泣き 笑いなど） =burst out doing
I hear that the girl easily burst into tears or anger.
その少女は 容易に泣き始めたり 怒り出したりするらしい。

458 (041) suspect A of B A が B(悪事 罪)をしたのではないかと疑う
We began to suspect him of taking a bribe from them.
私たちは 彼が彼らから わいろを受け取ったのではないかと疑うようになった。

459 (042) share A with B A を B と分かち合う 共有する
I wonder Tom share a new car with his brother.
私は トムは お兄さんと新車を共有しているのではないかと思います。

460 (043) order A from B A を B に注文する
I ordered foreign dictionary from Oxford.
私は オックスフォードへ 外国辞書を注文した。
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461 (044) look up A in B / look A up in B A を B を使って調べる
Student can look up difficult terms in a dictionary.
学生は 難しい用語を 辞書で調べることができます。

462 (045) break out (戦争や火事などが）突然起こる
A fire broke out in small house last night and spread rapidly.
昨夜 小さな家から火事が起こり たちまち燃え広がった。

463 (046) not a little / quite a little (程度や量に関して） 少なからず
I'm not a little surprised that the policeman was arrested.
警察官が逮捕されたことには 少なからず驚いた。

464 (047) quite a few / not a few (数に関して）かなりの たくさんの
Quite a few people attended the meeting presented by religious society.
たくさんの人々が宗教団体の主催した会議に出席した。

465 (048) turn out A / turn A out 製造する 生み出す

=produce A

(出向く 現れる 解雇するなどの意味もある）

The factory turns out more than a thousand cameras in a week.
その工場では １週間に 1000 台以上のカメラを作り出す。

466 (049) strike A as B A(人)に B の印象を与える =impress A as B
His remarks struck us as impractical.
彼の発言は われわれにしてみれば、非実現的な印象を受けた。

467 (050) have an effect on A / have an influence on A A に影響を与える
( effect や influence の前に形容詞が来ることも）

The musician had a great influence on girl's fashion.
その音楽家は 少女たちの流行に多大な影響を与えた。

468 (051) 469 (052) forgive A for B B のことで A(人)を許す 勘弁する
Please forgive me for coming too late.
どうか遅れてしまったことをお許しください。

The teacher didn't forgive us for our attitude.
先生は 私たちの態度を許しませんでした。

470 (053) in honor of A A に敬意を表して A のために
We held a party in honor of the famous novelist.
私たちは有名な小説家に敬意を表して パーティを催した。

471 (054) get the better of A A に勝つ
No one can get the better of him.
誰も彼に勝つことはできない。

472 (055) cure A of B A(人)の B(病気など)を治す
Did the doctor cure him of his disease?
その医者は 彼の病を治しましたか？

473 (056) inquire after A A(人)の健康状態を尋ねる
He inquired kindly after his sick friend yesterday.

=ask after A

彼は親切にも、病気の友人を昨日見舞った。

474 (057) be too much for A A(人)の手に負えない A(人)には理解できない
This job is too much for me to finish.
この仕事を終えるには 私には手に負えない。
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475 (058) take A by surprise A (人)の不意をつく A(人)を驚かす
The news of train crash took us by surprise.
列車衝突のニュースは 私たちを驚かせた。

476 (059) 477 (060) punish A for B B(悪事)のこと(人)で A を罰する
He was punished for neglecting his duty.
彼は 自分の義務を怠ったので罰された。

The teacher punished the pupil severely for cheating.
先生は カンニングをしたその生徒を厳しく罰した。

478 (061) let in A / let A in A を中に入れる
My father wouldn't let me in.
私の父は私をどうしても（部屋の）中へ入れようとはしなかった。

479 (062) scold A for B A(子供)を B に理由で叱る
Mother scolded her daughter for being out so late.
母は 娘が遅くまで出歩いていたことで叱った。

480 (063) 481 (064) give A a ride / give A a lift A(人)を車に乗せる
Would you give me a ride to the station?
私を駅まで車に乗せていただけませんか？

Let's me give you a lift home.
私にあなたをお宅まで（車）で送らせてください。

482 (065) leave ～ behind ～を置き忘れる
I seem to have left my cellular phone behind.
どうやら携帯電話を置き忘れてきたようだ。

483 (066) at any rate とにかく いずれにしても
At any rate, you will have to do that alone.

=in any case

いずれにしても あなたはそれを 独りでやらなくてはならなくなるだろう。

484 (067) 485 (068) give in (to～) (～に)屈服する ～を提出する
The employer gave in to worker's demand and raised their wage.
雇用主は 労働者の要求に屈して、賃金を上げた。

He gave in his resignation to the principal at once.
彼は 校長にすぐに辞表を提出した。

486 (069) but for ～

もし～がいなければ

もし～がなかったならば

=without ～ if it were not for ～ if it had not been for ～

But for your effort, we would not have invented new this machine.
あなたの努力がなければ、この新しい機械は発明できてはいなかっただろう。

487 (070) If it were not for ～ もし～がないならば
If it were not for this computer, I couldn't finish this work.
もしもこのコンピューターがなかったならば 私はこの仕事を完成できない。

488 (071) be equal to ～ ～に等しい に耐えられる
I think that he is equal to you in intelligence.
彼は知力において あなたに匹敵すると思います。

489 (072) be lost in ～ ～に没頭している ～には thought がよくくる
Famous poet Richard seemed to be lost in thought.
有名の詩人のリチャードは 想いにふけっているようだ。
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490 (073) seek for A / seek after A A を求める
She was seeking for fame as a pianist rather than singer.
彼女は 歌手としてより ピアニストとしての名声を求めていた。

491 (074) aim at ～ ～をめざす
I hear that Mike aims at becoming politician.
マイクは政治家を目指しているらしい。

492 (075) See to it that 節 ～するように気をつける 取り計らう
See to it that you never causes traffic accident again.
もう二度と交通事故を起こさないように気をつけなさい。

493 (076) up to A A の地点または時間まで
Up to now this machine works well.
今までのところ この機械は調子よく動いている。

494 (077) look through ～(本 書類など)にざっと目を通す A をよく調べる = look over
Teacher looked through the report student submitted and made notes on it.
先生は生徒のレポートに目を通して コメントを書いておきました。

495 (078) pick out ～ pick ～ out ～を選ぶ =choose ～
My wife always pick my tie out for me.
私の妻は いつも私のネクタイを選んでくれる。

496 (079) pick up A pick A up A(人)を車で迎えに行く A(言語など）を身につける A(物)を偶然手に入れる
I will have my brother pick you up at the station.
私の弟を車で駅まで迎えに行かせます。

497 (080) tell A apart A を区別する
The two sisters are so alike that I can hardly tell them apart.
その２人の姉妹は大変似ているので、 私には２人をほとんどみわけることができない。

498 (081) count on A A を頼る A を当てにする
I can always count on Jack who become lawyer this year.
今年 弁護士になったジャックをいつも当てにしている。

499 (082) 500 (083)
fill out A / fill A out １ A(書類など)に必要事項を書き込む =fill in A =fill A in ２ 注ぐ(液体を)
Please fill out this blank with facts and dates.
この空白に 事実と日付を書き込んでください。

The tea was already filled out and getting cold.
お茶は すでに注がれており、さめていた。

501 (084) go with A A(物)に合う 調和する =match A
I guess that this shoes goes with your slacks.
このくつは あなたのスラックスに合うのではないかと思います。

502 (085) be sick of A A にうんざりしている = be fed up with A =be tired of A
You will be sick of listening to his lecture.
あなたは 彼の講義を聞いてうんざりするだろう。

503 (086) 504 (087) beyond (all)doubt / without doubt 疑いなく 明らかに
I believe beyond all doubt that he is honest.
私は 彼が正直であることを信じて疑いません。

My father is without doubt the most famous architect in this city.
私の父は 明らかに この町で最も有名な建築家です。
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505 (088) from time to time ときどき =occasionally = on occasion = at times
Does your son come home from time to time?
あなたの息子さんはときどき家に帰られますか？

506 (089) be as good as ～ ～も同然だ
The professor said that the man who stops learning is as good as dead.
教授は 学ぶことをやめた人は 死んだも同然だと言った。

507 (090) be free from ～ ～がない =free from ～ ～なしで
His works is free from creativity.
彼の作品には 独創性（創造性）がない。

508 (091) be indifferent to ～ ～に関心がない
My father is indifferent to foreign literature.
私の父は 外国文学には興味はありません。

509 (092) get(be) married to ～ ～と結婚している（する）
Our high-school teacher is married to my sister's friend.
私の高校の先生は 私の姉の友人と結婚している。

510 (093) carry on (～) ～を続ける
Student should carry on his study while the teacher is away.
先生がいない間でも 生徒は学習を続けるべきです。

511 (094) in place of ～ ～の代わりに ～の代理として
It is illegal to take an examination in place of my brother.
弟の代理でその試験を受験するのは違法です。

512 (095) in the distance 遠方に（の）
Red roof that could be seen in the distance is our house.
遠くに見える赤い屋根が 我が家です。

513 (096) get in touch with ～ / keep in touch with ～ と連絡をとる
I'll get in touch with you as soon as your mother comes.
あなたのお母さんが来たらすぐにあなたにご連絡します。

514 (097) do ～ harm(damage) ～に害(損害)を与える
If you use this medicine too much, it will do more harm than good.
この薬を過剰に使用すれば、ためにならずに むしろ害になるだろう。

515 (098) keep an (one's)eye on ～ ～から目を離さない
My son kept an eye on my baggage while I went to bathroom.
私がバスルームへ言っている間 息子が私の荷物から目を離さないでいました。

516 (099) put down ～ ～を書き留める 下へ置く 下ろす 黙らせる へこませるの意味もある
He put down her address on the paper.
彼は彼女の住所を紙に書きとめた。

517 (100) now that S V ～した今、 ～したからには
Now that I have accomplished my purpose, I can travel around the world.
今や 目的を達成したからには、私は世界旅行ができます。

518 (101) may as well ～ as = might as well ～ as **するぐらいなら～したほうがいい
You may as well not do it as do imperfectly.
あなたは それを不完全にやるよりは やらないほうがいい。
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519 (102) catch (get) sight of ～ ～を見つける
You may catch sight of the monster in the park late at night.
深夜の公園で あなたは怪物を見つけるかもしれませんよ。

520 (103) and (all) the like ～など =and so on =and so forth and the rest
My cottage has tennis court, beach and the like.
私の別荘にはテニスコートや浜辺などがある。

521 (104) as it is 1 ところが 実際は 2 そのままで
People thought he would get the first prize, but as it is, he lost all the prize.
人々は彼が１等賞をとるだろうと考えたが、実際にはすべての賞を逃した。

522 (105) needless to say いうまでもなく
Needless to say, my father is an English teacher of our school.
言うまでもなく 私の父は私の学校の英語の教師です。

523 (106) be forced to do やむなく～する
force A to B( A に B させる )
Jack was forced to work to feed his large family.
ジャックは 彼の大家族を支えるために働かざる負えなかった。

524 (107) at all costs なんとしてでも いかなる犠牲を払っても =at any cost(price)
We must make up for lost time at all costs.
失った時間は 我われがなんとしても埋め合わさなくてはならない。

525 (108) come in(into) contact with ～ ～に接触する ～に出会う
My sister often comes into contact with famous actor in her office.
私の姉は 事務所で有名な俳優としばしば出会います。

526 (109) 527 (110) 528(111)
be up to ～ 1 ～次第である 2 ～(よくないことなど）を企てている 3 ～の力量がある =be equal to
It's up to you to decide which way to go.
どちらの道へ行くかは あなた次第です。

I'm afraid that he is up to no good.
彼が何かよくないことを企てているのではないかと思う。

He is not up to this job.
彼にはこの仕事をする力量がありません

529 (112) show off ～ ～を見せびらかす
I hear that Mike shows off his girlfriend in front of his friend.
マイクは ガールフレンドを友人の前で見せびらかしているらしい。

530 (113) take over ～ ～を引き継ぐ
George took over the management of the company after his father died.
ジョージは父の死後、会社の経営を引き継いだ。

531 (114) in common ( with ～) (～と)共通して
I wonder what John has in common with the party.
ジョンとその政党はどのような共通点があるのか不思議だ。

532 (115) 533 (116) live on ～ ～を主食とする ～(収入など)で暮らす
In this winter we have to live on only potato.
今年の冬は ジャガイモだけで暮らさなくてはならない。

Can you live on such a small salary?
あなたは そんなわずかな月給で暮らしていけますか？
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534 (117)once in a while ときどき =in a while
You had better go out and have a good time once in a while.
あなたは たまには外出して楽しい時をすごしたほうがいいですよ。

535 (118) to make matters worse さらに悪いことに
To make matters worse, he is husband of my sister.
さらに悪いことに、彼は姉の夫なのです

536 (119) be faced with (by) ～ ～に直面している =be confronted with ～
I suppose that he is faced with a difficult situation.
私は 彼が難しい事態に直面しているのではないかと思う。

537 (120 ) 538 (121) for nothing
You can't get ticket for nothing.

1 ただで 2 むだに

だだで切符を手に入れることはできません。

The preparation of Kent was for nothing because the festival was canceled.
お祭りが中止になったので ケントの準備は無駄になった。

539 (122) what becomes of ～ ～はどうなるのか
What has become of your brother ?
あなたのお兄さんは いったいどうなりましたか？

540 (123) 541(124) be guilty of ～ ～の罪を犯している
The court found her guilty of stealing money.

guilty of ～ ～の罪を犯して

法廷で彼女がお金を盗む罪を犯していたことが明らかになった。

I am sure he is guilty of the murder.
私は 彼には殺人の罪があると確信している。

542 (125) 543(126) get along with ～ 1～と仲良くやっていく 2～の具合が進む はかどる
Kaori can get along with new school friend.
かおりさんは 新しい学校の友達と仲良くやっていけます。

How are you getting along with the new project?
新しい計画の具合は どうですか？

544 (127) a good deal of ～ / a great deal of ～ 多量の～ たくさんの～
There was a good deal of concern about energy shortage in summer.
夏場のエネルギー不足がたいへん懸念されていた。

545 (128) expect A of B / expect A from B A を B(人)に期待する
You can't expect such nice present from him.
彼からそんな、すてきなプレゼントをもらうなんて期待できませんよ。

546 (129 )regardless of ～ ～には関係なく ～を無視して
She bought what she wants regardless of the cost.
彼女は金に糸目をつけずに欲しいものを買った。

547 (130 ) boast of ～ ～を自慢する 鼻にかける
Teacher of my class is always boasting of his educational background.
私のクラスの先生は 自分の学歴をいつも自慢している。

548 (131) at times ときどき たまに
It seems that he drive a car at times.
彼は ときどき自動車を運転しているようだ。
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549 (132) congratulate A on B A に B のことでお祝いを述べる
I congratulate you on your passing examination.
試験に合格して おめでとうございます。

550 (133) 551(134) be rich in ～ ～が豊富にある
We think that Oranges is rich in Vitamin C.

rich in ～ ～が豊富で

私たちは オレンジにはビタミン C が豊富であると考えている。

Earth is a planet rich in the minerals necessary to support life.
地球は 生命を維持するのに欠かせない無機物（ミネラル）が豊富な惑星です。

552 (135) to some extent ある程度 =to some degree
This medicine will be effective to some extent.
この薬は ある程度効果があるだろう。

553 (136) make much of ～ ～を重視する ～を尊重する
We should not make too much of his comments.
我われは 彼の意見をあまり尊重するべきではありません。

554 (137) in addition to ～ ～に加えて
In addition to paying tax, we have to pay penalty.
私たちは税金を払うのに加えて、罰金も払わなくてはならない。

555 (138) bring oneself to do ～する気になる
Because of the heat of weather I couldn't bring myself to talk any more.
天候の暑さのために、私はそれ以上話す気にはなれなかった。

556 (139) come into existence 生まれる 生じる =come into being
Computer crimes came into existence in recent year.
コンピュータ犯罪は近年に生じた。
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UNIT ５
557 (001) under construction 建設中で
This building is under construction.

be under construction 建設中である。

そのビルは現在建設中である。

558 (002) (just) as ～ , so --- （ちょうど）～であるように--である
As my mother cherished me, so I loved my dog.
母が私を愛情を込めて大切にしたように、私も 愛犬を愛していた。

559 (003) get lost 道に迷う
My son got lost on his way to the station.
私の息子は駅へ行く途中に道に迷った。

560 (004) answer for ～
1 ～の責任を負う =take responsibility for ～
2 ～を保証する =guarantee ～

The police has to answer for the safety of the citizens.
警察は市民の安全に対する責任を負わなくてはならない。

561 (005) result in ～ ～という結果になる
Yesterday's heavy rain and wind resulted in the flood.
昨日の激しい雨と風は洪水という結果になった。
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562 (006) It is not long before S V まもなく---It won't be long before he can play baseball again.
彼は まもなくまた野球ができるようになるでしょう。

563 (007) on a ～ scale ～な規模で
They are doing construction work on a large scale.
彼らは大規模に 土建業を営んでいます。

564 (008) what is more さらに その上 =and what is more
He can speak English well and, what is more, he can play baseball.
彼は大変英語がうまくて さらにその上、野球ができます。

565 (009) at heart 1 心の底で、本音は 2 実際は
The teacher think that people are basically good at heart.
その先生は 人は基本的には心の底は善良だと考えています。

566 (010) as if (often)the case (with ～) ～にはよくあることだが
He was absent from school, as if often the case with Tom.

=as is usual with ～

トムにはよくあることだが、彼は学校を欠席した。

567 (011) point ～ out / point out ～ ～を指摘する
The professor pointed out some my mistakes in the report.
教授は 私のレポートの中のいくつかのミスを指摘した。

568 (012) (013) accuse A of B B という理由で A を告発する（とがめる）
He was accused of having broken the regulation.
彼は 規則を破ったことを責められた。

We accused the politician of taking a bribe.
私たちはその政治家が賄賂を受け取ったことを告発した。

570 (014) do the sights (of ～ ) ～の名所を見物する
Doing all the sights of New York is impossible for us in a week.
ニューヨークのすべてを１週間で見物するのは我われには不可能です。

571 (015) every other(second) day １日おきに (every other + line/ month / year で応用可能)
I and my sister usually cook dinner every other day.
私と姉は たいてい１日おきに夕食を作る。

572 (016) from now on これから先 今後
From now on, I have to do this job alone.
これから先 私ひとりでこの仕事をしなくてはならない。

573 (017) give way ( to ～ ) ～に譲歩する ～に屈する
My father always give way to daughter's demands.
私の父は いつも娘の要求に譲歩します。

574 (018) in return( for ～ ) ～の見返りに ～の報酬として
Boss bought me a drink in return for my effort.
上司は私の努力への報酬として１杯おごってくれた。

575 (019) catch A doing A(人)が～しているのを見つける（捕まえる）
Yesterday I caught Ken driving his car in front of the station.
昨日 私はケンが駅前で自分の車を運転しているのを見つけました。

576 (020) beyond one's reach ～の届かないところに
This medicine should be kept beyond children's reach.
この薬は子供の手の届かないところに保管されるべきです。
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577 (021) once (and) for all この１回限りで きっぱり
She told him, once and for all, that she would not marry him.
彼女は彼にきっぱりと 彼とは結婚しませんと言った。

578 (022) allow for ～ ～を考慮に入れる
It will take you half an hour to get to my office, allowing for heavy rain.
激しい雨が降っていることを考慮に入れると あなたが私の事務所につくには 30 分はかかるでしょう。

579 (023) If only S V でありさえすればなぁ
If only I could speak English as fluent as you.
私が あなたと同じように英語が流暢に話せたらいいのになぁ

580 (024) (025) feel at ease / be at ease 気楽にする くつろぐ
She is a pianist that feel at ease in any situations.

=at ease くつろいで

彼女はどんな状況でも緊張をしないピアニストです。

You may set your mind at ease here.
あなたは ここで安心してください。

582 (026) (027) in effect 1 事実上は =in practice = in fact 2 有効な
His reply was in effect refusal.
彼の返事は 事実上 拒否であった。

The new law will be in effect from next month.
新しい法律は 来月から実効となります。

584 (028) refer to ～ 1 ～に言及する = mention ～ 2 ～に問い合わせる ～を調べる =consult ～
The journalist referred to the kidnapping case in a newspaper.
その記者は 新聞の中で 誘拐事件について言及している。

585 (029) on duty 勤務中で
We must not speak freely on duty.
私たちは 勤務中は自由にしゃべってはいけない。

586 (030) for sale 売りに出されて 売り物である
It seems that this bike isn't not for sale.
このバイクは 売り物ではないようですね

587 (031) come to the conclusion that S V ---という結論に達する
The scientists came to the conclusion that he saw the UFO.
科学者たちは 彼が UFO を見たという結論に至りました。

588 (032) (033) for the most part 大部分は たいてい
The students in the class for the most part can swim.

=mostly =usually

このクラスの大部分の生徒は 泳ぎができます。

For the most part my sister finish her homework before dinner.
たいてい 私の姉は夕食前に宿題を済ませます。

590 (034) of one's own 自分自身の
We know that most stars doesn't have light of its own.
たいていの星は 自分自身では光っていないことを我われは知っている。

591 (035) have a narrow escape (from ～ ) (～から)かろうじて逃れる
We had a narrow escape from the explosion.
私たちはかのうじて爆発から逃れた。
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592 (036) be on the strike ストライキ中である
A jet pilot was on the strike last week.
先週はジェット機のパイロットがストライキをしていた。

593 (037) in person 自分自身で じかに じきじき
You had better go and speak to him in person.
あなたは じきじきに行って話したほうがよい

594 (038) set ～ free ～を自由にする 解放する
The cage was opened and they set the animals free.
かごは開けられて彼らは、動物たちを解放した。

595 (039) in all directions 四方八方に
Trying to speak to the boys, they began running away in all directions.
少年たちに話しかけようとすると 彼らは四方八方に逃げ始めた。

596 (040) be to blame for A A(よくないこと）に関して責められるべきである 責任がある
The bank clerk is not to blame for my bankrupt.
銀行員は私の破綻に責任があるわけではない。

597 (041) adapt oneself to ～ ～に順応する 適応する
When you go abroad, you have to adapt yourself to their manner and customs.
海外へ行ったら、そこの風俗習慣に合わせなくてはいけません。

598 (042) and that しかも
Apologize to Ken for your carelessness and that quickly.
不注意だったことをケンに謝りなさい。それも すぐにだ。

599 (043) on A terms with ～ ～と A(性質など)な関係にある
She is on good terms with her new classmate.
彼女は 新しいクラスメイトを仲良くやっています。

600 (044) (045) as such 1 そのようなものとして 2 それ自体では
She is a lady and expected to be treated as such.
彼女は淑女だから それとして相応の扱いを期待している。

How much is this machine? He asked. So he is not interested in our invention as such.
この機械はいくらするんだと彼は尋ねた。彼は 私たちの発明 それ自体には関心がない。

602 (046) earn a living 生計をたてる = make a living
I think that she can make living as a pianist.
私は 彼女はピアニストとして生計をたてることができると考えています。

603 (047) kind of ～ 1 どちらかといえば いくぶん 2 ある種の =a kind of ～
The winner will feel kind of sorry for him.
勝利した者は いくぶん彼を気の毒に感じるでしょう。

604 (048) know ～ by sight ～を見知っている
My mother knew Jack by sight, but he didn't recognize her as my mother.
私の母は ジャックを見知っていましたが、彼は私の母であると気づきませんでした。

605 (049) long for ～ ～を熱望する ～を待ちわびる
My grandfather is longing for my success in business.
私の祖父は 私が実業界で成功するのを待ちわびている。

606 (050) none the less ( for ～) それでもやはり （～にも）かかわらず
I loved my daughter none the less for her faults.
娘には欠点はあったが、それでも 私は娘を愛していた。
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607 (051) in short / in brief / in a word 手短に言うと 一言で言うと 要するに
He sold these medicine illegally; in short, he was arrested.
彼は これらの薬を違法に販売した。要するに、彼は逮捕されたんです。

608 (052) out of curiosity 好奇心から
Jimmy went to there to see the traffic accident out of curiosity.
ジミーは 好奇心から 交通事故を見るためにそこへ行った。

609 (053) out of place 不適当な 場違いな
If you don't mind your clothes, you will feel out of place in that hotel.
あなたが服装を気にしないのであれば、あのホテルでは場違いな感じがするでしょう。

610 (054) out of question 不可能な 問題外である =impossible
The boss said to us "His proposal is out of question."
上司は私たちに 彼の提案なんてまるで 問題外であるといった。

611 (055) out of work 失業中で 失業して
My father has been out of work for a month.
私の父は 失業して１ヶ月になる。

612 (056) out of use 使用されていない 使わなくなっている
I'm afraid that the car is out of use now.
誠に恐縮ですが、その車は現在使われていません。

613 (057) make A into B A ( 原料 素材 ) から B を作る
My mother makes milk into frozen yogurt.
私の母は ミルクからフローズンヨーグルトを作ります。

614 (058) in despair 絶望して
I'm afraid that he gave up the attempt in despair.
彼が絶望して その企てをあきらめるのではないか思います。

615 (059) on the other hand 一方では
On the other hand I want to get married to him, but on the other I don't want to lose my job.
一方では 彼と結婚したいけれど、他方では仕事を失いたくない。

616 (060) close by すぐそばの = near by
My son goes to a cram school close by church.
私の息子は教会の近くの塾に通っています。

617 (061) (062) for the sake of ～ / for one's sake ～のために
For my own sake I will do my very best.
私自身のために 全力を尽くすつもりです。

He stopped drinking for the sake of his health.
彼は健康のために 飲酒をやめました。

619 (063) go by 人や車などが通過する 時間が経過する
Red car going by at terrific speed was seen by us.
猛スピードで通過する赤い車が我われに目撃された。

620 (064) be above doing ～しない ～することを恥じてしない
You should not be above asking questions.
あなたは 質問することを恥じてはなりません。

621 (065) one by one (順番に）ひとつずつ ひとりずつ
The movie was so dull that the audience left one by one.
その映画はつまらなかったので 観客はひとり またひとりと出て行った
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=above doing

622 (066) come near (to) doing / come close to doing もう少しで～しそうになる
I heard that the loss came near to ruin him.
その損失で 危うく彼は破産するところだったらしいです。

623 (067) on earth / in the world いったい全体
What on earth are you trying to look for?
いったい全体 あなたは何を探そうとしているのですか？

624 (068) be peculiar to ～ ～に特有である =be characteristic of ～
These type of roof is peculiar to the village of Japan.
このタイプの屋根は 日本の村に特有のものです。

625 (069) make room for ～ ～のために場所を空ける
You should make room for handicapped person on the train.
電車では 身体障害のある人のために席をあけるべきです。

626 (070) be particular about ～ ～について好みがうるさい
It seems that your father is particular about his food.
あなたのお父さんは 食べ物の好みにうるさいようですね。

627 (071) keep company with ～ ～と付き合う
Your brother has been keeping company with Lucy for a year.
あなたのお兄さんはルーシーと１年付き合っています。

628 (072) (073) at work 仕事中で =on the job be at work 働いている 活動中である
My mother is on the job now, but she will clean this room tomorrow.
私の母は今仕事中ですが、明日にはこの部屋を片付けているでしょう。

His mind was at work on the next day meeting.
上司の頭の中は 明日の会議のことでいっぱいだった。

630 (074) on no account 決して～ない （どんなことがあっても～という意味）
You should on no account drive a car after drinking.
決して 飲酒運転をしてはなりません。

631 (075) under no circumstances 決して～ない
Under no circumstances should you tell about this story to him.
決して、彼には この話をしてはならない。

632 (076) in appearance 一見したところ 外見は
Your father is like a scientist in appearance.
あなたのお父様は 一見したところでは科学者みたいですね。

633 (077) for lack of ～ / for want of ～ ～が不足しているので ～がないので
His company went bankrupt for lack of money.
彼の会社は 資金不足ために倒産した。

634 (078) at the mercy of ～ ～のなすがままで
The ship was at the mercy of the waves and the wind.
船は 波と風のなすがままであった。

635 (079) for sure / for certain 確かに きっと
I know for sure that your pencil was in this room, but I don't know where it was.
確かに君の鉛筆は この部屋にあったんだけれど、どこにあったかがわからないんだ。

636 (080) in no time すぐに じきに =soon =in a minutes
I'll have my computer fixed in no time.
すぐに 私のコンピュータを修理してもらいます。
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637 (081) supply A with B A に B を支給する 供給する
The mayor supplied the children with cookie and fruit.
市長は 子供たちにクッキーと果物を支給した。

638 (082) (083) provide for A 1 A(出来事など）に備える 2 A を養う
We should provide for fire and unexpected earthquake.
私たちは火事や予期せぬ地震に備えなくてはならない。

Jack has no family to provide for.
ジャックには 養うべき家族がいません。

640 (084) on and off / off and on 不規則に 断続的に
It was raining on and off all night long.
一晩中、雨が降ったりやんだりしていました。

641 (085) on end 連続して = continuously =in succession
We have had no rain for a month on end.
ここ１ヶ月 雨がずっと降っていません。

642 (086) cut down on ～ ～を減らす（数 量的に）
You should cut down on your smoking.
あなたは タバコの量を減らすべきです。

643 (087) go through ～ ～を経験する 体験する
Going through the hard time is important experience for you.
つらい時を体験することは あなたにとって大切な経験です。

644 (088) work for ～ ～に勤めている ～のために働く
My husband used to work for the bank in London.
私の夫は ロンドンの銀行に勤めていました。

645 (089) pass by (～) ～を通り過ぎる 見過ごす
It seemed that a woman passed by, but I didn't notice.
ひとりの女の人が通り過ぎたみたいだったが、私は気がつかなかった。

646 (090) (091) be subject to ～
～の影響を受けやすい ～に従属している。支配下である 受ける必要がある

Japan is subject to severe earthquakes and typhoon.
日本は大地震や台風に見舞われやすい。

This plan is subject to the president's approval.
この計画は社長の承認がどうしても必要です。

648 (092) make fool of ～ ～をばかにする からかう
He is always making fool of me.
彼はいつもわたしを馬鹿にしている

649 (093) make fun of ～ ～をからかう =ridicule ～
He made fun of my brother who was surprised at the news.
彼は 知らせを聞いておどろく弟をからかった。

650 (094) pass for ～/ pass as ～ ～で通る ～で通用する
She could easily pass for 20 if she didn't speak anything.
何もしゃべらなければ 彼女は簡単に 20 歳でとおりますよ。

651 (095) for the time being 当分の間 =temporarily =for the moment =for the present
I'm staying with you for the time being.
当分の間 あなたのところに泊まらせていただきます。
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652 (096) have one's own way / get one's own way 自分の思いどうりにする
Your father thinks that he can always have his own way.
あなたのお父さんは自分がいつでも思いどうりにできると考えている。

653 (097) (098) amount to ～ ～に達する
His debts amounts to thousand dollars.

～に相当する

彼の借金は 1000 ドルにも達した

Her answer amounts to a refusal.
彼女の返答は 拒絶ということになる。

655 (099) hear of ～ ～を耳にする（うわさ、消息）
Is he a wonderful tennis player? Did you hear of him？
彼は素晴らしいテニス選手なんですか？あなたは聞いたことありますか？

656 (100) indulge in ～ / indulge oneself in ～ ～にふける（娯楽 欲望など）
He indulged in wine after dinner.
彼は 夕食の後に ワインにふけっていました。

657 (101) impose A on(upon) B A を B に課す 押しつける
You should not impose your opinion on us.
あたなは自分の考えを私たちに押しつけるべきではない。

658 (102) no less A than B B に劣らないほど A である
Sunlight is no less necessary to the health than fresh air.
日光は 健康にとって新鮮な空気に劣らないほど 必要不可欠なものです。

659 (103) run away 逃げる 立ち去る
You should watch that the thief doesn't run away.
あなたは その泥棒が逃げ出さないように見張っているべきです。

660 (104) in (the) face of ～ １～をものともせず ２ ～に直面して
We succeeded in the face of great hardship.

=in spite of ～

私たちは 大変な苦境をものともせずに 成功した。

661 (105) as for ～ ～に関しては
As for me, anything will do if it is not cold.
私に関しては、冷たいものでなければ、何でもいいよ（飲み物に関して）

662 (106) at present 現在は 目下のところ
=at the moment
The manager is busy at present and can't meet you today.
管理者は現在のところ忙しいので、今日のところはあなたにはお会いできません。

663 (107) at best 一番よくても せいぜい
Life is, at best, a sea of trouble.
人生とは せいぜい 苦難の連続です。

664 (108) have done with ～ A を済ませる 終える =finish ～ =be through with A
Let me read the book when you have done with it.
あなたがそれを読み終えたら、私にその本を読ませてください。

665 (109) to one's heart's content 気の済むまで 満足するまで
My mother made me play the piano to my heart's content.
私の母は 私に気の済むまでピアノを弾かせてくれた。

666 (110) break down 故障する 気落ちする
I'm afraid that this machine break down now.
申し訳ございませんが、この機器は現在故障しております。
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667 (111) correspond to ～ ～に相当する ～に一致する
The wings of a bird correspond to the arms of a man.
鳥の翼は 人間の腕に相当する。

668 (112) if S were to do もしも ～だとしたら
（主節が否定なら もし～としても--ないという文もできる）

If the sun were to rise in the west, I wouldn't change my mind.
もし西から太陽が昇るようなことがあったとしても、私の気持ちは変わりません。

669 (113) apply to A for B A を B に求める
The president of the company decided to apply to the bank for a loan.
その会社の社長は 銀行に融資を求めることに決めました。

670 (114) in haste 急いで
What are you going to do next? You appear to be in haste.
次に何かするおつもりですか？ あなたは急いでいるようにみえますが

671 (115) the day before yesterday 一昨日
I happened to see Tom at the park the day before yesterday.
一昨日 たまたま公園でトムに会いました。

672 (116) in one's opinion ～の意見では =in one's view
In my opinion, coffee is not necessarily bad for our health.
私の意見ではコーヒーは必ずしも健康に悪いわけではない。

673 (117) for all ～ ～にもかかわらず = in spite of ～ =despite of ～
For all lack of money, our project has been carried out.
資金不足にもかかわらず 私たちの計画は実行された。

674 (118) on the ground(s) that S V ～という理由で（根拠でもって）
He was dismissed on the grounds that he spent too much money of the company.
彼は 会社の金を使いすぎるという理由で首にされた。

675 (119) protect A from B A を B から守る
Parents should protect their children from heavy traffic on the street.
両親は 自分の子供たちをこの通りの激しい交通量から 守るべきです。

676 (120) stick to A A(意見 要求 約束など）に固執する
It seems that My husband stick to traditional sex role.

=persist in ～

私の夫は 伝統的な男女の役割に執着しているようだ。

677 (121) persist in ～ ～をし続ける ～に固執する
My son persisted in coloring his hair red.
私の息子は 髪の毛を赤く染めることにこだわっていた。

678 (122) go on a diet 減量を始める 規定食を取る
I have to go on a diet to lose 10 pounds.
私は体重を 10 ポンド減らすために ダイエットしなくてはならない。

679 (123) along with ～ ～といっしょに ～に加えて =together with ～
Along with his dog, Tom went out of this town yesterday.
彼の犬といっしょに 昨日 トムはこの町を出て行った。

680 (124) by and large 概して
By and large, his report was detailed and correct.
概して、彼の報告書は 詳細かつ正確であった。
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681 (125) to do ～ justice / to do justice to ～ ～を公平に見て 正しく評価すれば
I don't like him, but to do him justice, he achieved great success.
私は彼をあまり好きではないが、公平に見れば、彼は大変な成功を収めた。

682 (126) cope with ～ ～（問題や状況など）にうまく対処する ～を切り抜ける
I hope that they can cope with their difficulties.
私は 彼らがうまく困難を切り抜けてくれることを望んでいる。

683 (127) be in danger of doing ～する危険性がある ～しそうである（危惧して）
The child was in danger of falling from the bridge.
小さな子供が橋から落ちそうでした。

684 (128) much of a ～ 大した ～
She isn't much of a politician.
彼女は大した政治家ではありません。

685 (129) nothing of ～ 少しも～ではない
My father is nothing of a computer engineer.
私の父は少しも、コンピューター技術者どころではありません。

686 (130) a great deal of ～ / a good deal of ～ たくさんの 大量の
There was a great deal of concern about energy shortage in summer.
夏のエネルギー不足が大変懸念されていました。

687 (131) a large (great) amount of ～ 大量の～
A large amount of oil was consumed in this country every year.
この国では毎年 大量の石油が消費された。

688 (132) (133) a number of ～ 1 いくつかの 2 たくさんの～
Many people came to our country but a number of them stayed for a long time.
多くの人々がわが国を訪れたが、いくらかの人々は長く滞在した。

A number of tourists visit Hawaii every year.
多くの観光客が毎年ハワイを訪れる。

690 (134) in the first place まず第一に =firstly = to begin with
I don't want to go to America; in the first place, I can't speak English.
私は アメリカには行きたくない。第一、私は英語がしゃべれない。

691 (135) for fear of doing ～ することを恐れて
My grandfather never gets on the airplane for fear of the plane crash.
私の祖父は 航空機事故を恐れて、飛行機に決して乗りません。

692 (136) set in 始まる
= begin =start
It seems that the rainy season has set in.
梅雨の時期が始まったようです。

693 (137) refrain from doing / keep from doing ～することを控える
Please refrain from smoking on the platform.
駅のプラットフォームでの喫煙はご遠慮ください。

694 (138) make a point of doing 必ず～することにしている
I make a point of doing exercise every morning.
私は毎朝 運動を必ずすることにしている

695 (139) have no choice but to do ～するより他に仕方がない
The student had no choice but to do as teacher told him to.
その生徒は先生の言われたとおりにするしか他 仕方がなかった。
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～せざるをえない

UNIT6
696 (001) make the best(most) of ～
1 ～を最大限利用する 2 ～をなんとか我慢する (12 とも use を用いません)

She didn't want to do such practice but she made the best of it .
彼女は そのような練習はしたくはなかったが、なんとか我慢した。

697 (002) may well do 1 ～するのはもっともだ 2 たぶん～だろう
The doctor may well be arrested for thief.
その医者が盗みで逮捕されるのはもっともなことだ。

698 (003) (004) next to ～ ほとんど～ ２ ～の次の
It's next to impossible for me to past the exam in a month.
私にとって あと１ヶ月で試験に合格するのはほとんど不可能である。

In English he is next to none in the class.
英語に関しては 彼に勝る人間はクラスにはいない。（彼は誰の次でもない）

700 (005) over and over (again) 何度も繰り返して
Your mother have told you over and over again not to go out late at night.
あなたのお母さんは何度も何度も 夜遅くには外出するなと言っていたでしょう

701 (006) turn down ～ １ ～を拒絶する 断る = refuse ～= reject ～ ２音量などを小さくする
Lucy often turn down date with Tom.
ルーシーはしばしば トムとのデートを断る。

702 (007) when it comes to ～ ～の話になると ～ということになると
My father is not good at sports, but when it comes to fishing, he knows it well.
私の父はスポーツは得意ではありませんが、釣りのこととなると、よく知っています。

703 (008) throw away ～ ～を捨てる
Did you throw away your old shirt in the cupboard.
その押入れにあった あなたの古いシャツは捨ててしまいましたか？

704 (009) in a word 一言で言えば 要するに =in short = in brief
In a word, he was bankrupt after deep depression.
一言で言えば 深刻な不景気の後 彼は破産したのでした。

705 (010) take pride in ～ ～に誇りをもつ ～を自慢する
It seems that she takes great pride in her long hair.
彼女は彼女の長い髪に大変誇りを持っているようだ。

706 (011) all the same / just the same 1 どうでもよいことだ 2 にもかかわらず やはり
It will be all the same to you whether I succeed or not.
私が成功しても しなくても あなたにはどうでもよいことだろう。

707 (012) make up for A A(時間や事物の損失)を補う 埋め合わせをする
She tried to make up for lost time and money.
彼女は無駄にした時間とお金を埋め合わせようとしていた。

708 (013) play a part (role) in ～ ～において役割を果たす
Internet plays an important part in urban life.
インターネットは都市型の生活の中で重要な役割を果たしている。

709 (014) make sure that SV 1 ---であるように手配する 取り計らう 2 ---であることを確かめる
The doctor make sure that the students don't catch influenza.
医者は生徒がインフルエンザに感染しないように取り計らっている。
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710 (015) be opposed to ～ ～に反対している
Our party is opposed to construction of huge dam.
私たちの政党は 大きなダムの建設には反対している。

711 (016) put an end to ～ ～を終わらせる
The government was determined to put an end to the Second World war.
政府は第二次世界大戦を終わらせる決意を固めていた。

712 (017) more often than not 通常 たいてい
Even if Jack get up early, he is late for school more often than not.
ジャックは たとえ早く起きても たいてい学校に遅れる。

713 (018) in that S V ～という点で
Ken is similar with you in that you come from Hokkaido.
ケンとあなたは、北海道出身であるという点で類似している。

714 (019) at the moment ちょうど今は その時は
I'm not feel like a cup of tea at the moment.
今は コーヒーは欲しくありません。

715 (020) at present 目下 現在のところ
=at the moment
My father is busy at present and can't speak to you.
私の父は 現在忙しいので あなたとお話できません。

716 (021) as follows 次の通り
He spoke to the audience as follows.
彼は次のように聴衆に話した。

717 (022) identify A with (as) B A を B と同一視する
You can't identify success in life with having a lot of money.
あなたは 人生の成功とお金持ちになることを同一視してはならない。

718 (023) be engaged in ～ ～に従事している
The professor is engaged in developing nuclear energy.
教授は 原子力エネルギーの開発に携わっている。

719 (024) only too ～ この上なく～
I am only too glad to be with you.
あなたとご一緒させていただきとてもうれしいです。

720 (025) hardly A when B A するやいなや B A してからすぐに B
Hardly had I seen the sight when I ran away the room.
その光景を見るやいなや 私は部屋から逃げ出した

721 (026) catch A by the B A の B をつかまえる
Suddenly the man caught me by the arm.
突然その男は 私の腕をつかんだ。

722 (027) No sooner A than B A するやいなや B
No sooner had the idea occurred to him than John started to move faster.
彼に考えが浮かんでくるやいなや、ジョンは早く動き出した。

723 (028) be indispensable to (for) ～ ～に欠く事のできない
Vegetables is indispensable for our healthy life.
野菜は我われの健康的な生活には欠かせない。

724 (029) by degrees 徐々に =gradually =little by little
My father is getting better by degrees.
私の父は 次第に具合がよくなってきています。
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725 (030) figure out ～ ～を理解する ～を解決する ～を計算する
You can easily figure out what we want you to do.
私たちがあなたに何をして欲しいのか、容易にわかりますよ。

726 (031) (032) stand out 目立つ 突出する
His red shirt stood out in the crowd.
彼の赤いシャツは 人ごみの中でよく目立つ

His performance in the meeting stands out.
会議での彼の振る舞いは 際立っている。

728 (033) derive A from B B から A を引き出す
It seems that we can derive great pleasure from this book.
私たちも この本から素晴らしい楽しみを得ることができそうです。

729 (034) talk A into doing A を説得して～させる
Teacher talked him into going to college.

= persuade A into doing

先生は 彼を説得して大学へ行かせた。

730 (035) Whatever may come = Come what may 何が起ころうとも
Come what may, I shall never change my mind.
何が起ころうとも私は決心を変えません。

731 (036) be fed up with ～ ～にうんざりしている
We are always fed up with his awkwardness.

=be sick of ～

私たちはいつも彼の不器用さにはうんざりしている。

732 (037) in one's company ～と一緒にいると
Time goes by so pleasantly in his company.
彼と一緒にいると 時がとても楽しく過ぎていく。

733 (038) in company with ～ ～と一緒に
I want to go to the park in company with your sister.
私は あなたのお姉さんといっしょに公園へ行きたいです。

734 (039) on one's own ひとりで
You think your son will be all right going to cram school late at night on his own.
あなたは あなたの息子が夜遅く 塾へ一人で行くなんて大丈夫かしら。

735 (040) simply because S V 単に～という理由で
He did it simply because he was compelled to.
彼はやむ得ずそうしただけのことだった。

736 (041) by far はるかに あまりにも ずっと
She is by far the best pianist I have ever heard.
彼女は 今まで聴いたピアニストの中では 断然すぐれている。

737 (042) (043) come up with A
1 A(考えなど）を思いつく =think of A
2 A を提案する =propose A
Suddenly Jack came up with good excuse.
突然 ジャックは よい言い訳を思いついた。

Mike always comes up with excellent idea at the meeting.
マイクはいつも 会議で 優れた提案をする。

739 (044) at the risk of ～ ～を賭けて ～の危険を冒して
I was determined to help her at the risk of my life.
私は命を賭けてでも 彼女を助けようと決心した。
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740 (045) have a good figure スタイルがよい
She had a good figure when she was in her teens.
彼女は十代のころはスタイルがよかった。

741 (046) in proportion (to ～ ) ～に比例して
Any city should have public hospitals in proportion to its population.
どんな都市でも その人口に比例した数の公立病院があるのが望ましい。

742 (047) attend to ～ ～の（言うことなどを）注意して聞く
These people are not attending to the teacher.

=pay attention to ～

これらの人たちは 先生の言うことを注意して聞いていません。

743 (048) take pains 努力する 苦労する
You have to take great pains to learn English in a short time.
あなたが英語を短期間で習得するためには、大いに努力しなければいけません。

744 (049) at one's disposal ～が自由に使える 処分できる
You may put my computer at his disposal.
私のコンピュータを 彼に自由に使わせてもいいですよ。

745 (050) add A to B A を B に加える
My father intended to add a room to our house.
私の父は私たちの家に１部屋建て増しをするつもりでした。

746 (051) to say nothing of ～
～は言うまでもなく
People were badly hurt, to say nothing of the damage to the building.
建物の被害は言うまでもなく 人々は大変な被害を受けた。

747 (052) put ～ together ～を組み立てる ～を一つにまとめる
It is easy to take the machine apart but difficult to put it together again.
その機械を分解するのは 簡単であるが、再び組み立てるのは難しい。

748 (053) between ourselves ここだけの話だが
Between ourselves, he is in trouble with the boss.
ここだけの話だが、彼は上司ににらまれている。

749 (054) on board ( ～ ) ～に乗って
Several Russians were on board with us.
何人かのロシア人が いっしょに乗っていました。

750 (055) think over ～ ～を熟考する
We'll think over your offer and give you our answer in the next day morning.
私たちはあなたの申し出を検討したうえで、明日午前中に 回答さしあげます。

751 (056) (057) all but ほとんど =almost ～ 他のすべては
The music concert was all but over when we arrived there.
私たちがそこへ到着したときには音楽コンサートはほとんど終わっていた。

Foreigners ate the dishes all but sushi.
その外国人たちは 寿司を以外はすべて食べた。

753 (058) What if ～? 1～したらどうなるだろう 2 たとえ～でもかまわない
What if we should encounter a bear in that mountain?
もし万が一 あの山で熊に遭遇したろどうしよう？

754 (059) from place to place あちこちと 転々と
My family moved from place to place in my student days.
私の家族は私の学生時代 あちこちに引越しを繰り返しました。
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755 (060) mean to do ～するつもりである =intend to do
I meant to do it yesterday, but couldn't do that.
私は それを昨日するつもりだったんだが、できませんでした。

756 (061) enter into A A(交渉 事業など）をはじめる =start A
Before you enter into discussion, you should listen to us at first.
あなたが 話し合いに入る前に まず私たちの言うことに耳を傾けるべきです。

757 (062) make (both) ends meet 収支を合わせる 収支内でやりくりをする
It's difficult for our large family to make ends meet.
われわれ大家族の収支をやりくりするのは 困難です。

758 (063) read between the lines 行間を読む 意味を読み取る
Reading between the lines is not easy for him.
行間を読み取ることは 彼にとっては容易ではありません。

759 (064) take care to do ～するように気をつける
=be careful to do
You should take care not to drive a car with drinking.
あなたは飲酒運転をしないように気をつけるべきです。

760 (065) to the point 要領を得ている 的を射ている
His answer was short and to the point.
彼の返答は 簡潔で的を得ていた。

761 (066) look back on ～ ～を回想する
Kent often looked back on the life in Australia.
ケントは しばしは、オーストラリアでの生活を回想していた。

762 (067) lie on one's back あお向けに寝る
You should not lie on your back and eat something in this room.
あなたはこの部屋で あお向けに寝て 物を食べるべきではありません。

763 (068) fall short of A / come short of A A(期待 目標など）に達しない
His performance fell short of our expectations.
彼の演技は 我われの期待に添わなかった。

764 (069) prepare for ～ ～の準備をする
Lucy helped us prepare for the party.

=get ready for A

ルーシーは私たちにパーティーの準備を手伝ってくれた。

765 (070) (071) take in ～ / take ～ in
1 ～をだます =deceive ～ 2 ～を理解する
=make out ～
My father and mother were taken in by the swindler.
私の父と母は 詐欺師にだまされた。

He didn't listen to what you said or he could not take it in.
彼は あなたの言うことを聞いていなかったか、もしくは 理解できなかったかです。

767 (072) not more than ～ せいぜい～ 多くても～
=at most ～
I think that Takashi will have not more than 10000 yen with him.
たかし君はは せいぜい持っていても１万円ぐらいだと思います。

768 (073) a man of few words 口数の少ない人
The boss always trust a man of few words.
上司はいつも 口数の少ない人を信用する。

769 (074) a man of one's word 約束を守る人
I hear that your brother is a man of his word.
あなたのお兄さんは約束を守る人らしいです。
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770 (075) indeed A but B
たしかにＡだがＢ
Indeed they are skillful but rather difficult for them to get together again.
確かに彼らの腕前は素晴らしいが 彼らが再び集まるのは難しい。

771 (076) take the trouble to do
わざわざ～する ～するように骨をおる
My sister took the trouble to guide him to the station.
私の姉は 彼をわざわざ駅まで案内してあげた。

772 (077) on the increase
増加中で
The number of traffic accidents seems to be on the increase.
交通事故の数は 増加中のようです。

773 (078) take hold of ～ ～をつかむ ～をつかまえる
I'm afraid that the baby take hold of the kettle in the kitchen.
赤ん坊が 台所のやかんをつかんでしまう恐れがあります。

774 (079) for fun
楽しみのために 面白半分に
Every Sunday my father climbs the mountain just for fun.
毎週日曜日には 私の父は純粋に楽しむために、山へ登ります。

775 (080) be known for ～ =be noted for ～ ～で知られている
Your father is known for skillful doctor.
あなたのお父さんは腕のいいお医者さんとして知られている。

776 (081) if any
たとえあるにしても もしあれば
Very few, if any, would survive a nuclear war.
核戦争で生き残れるのは たとえいるとしても ごくわずかでしょう。

777 (082) behave oneself
行儀よくする ふるまう
Catherine always behaves herself in the class.
キャサリンはいつも 授業中は行儀よくしています。

778 (083) in part
部分的には 幾分
=partly =to some extent
The success of this project is in part from his effort.
この事業の成功は 部分的には彼の努力のよるところもある。

779 (084) in the end
結局 最後に =at last =finally
He tried various different jobs and in the end became an carpenter.
彼はさまざまな異なる職についたが、最後は大工になった。

780 (085) (086) run over ～ 車などが～をひく ～をこえる ～であふれる ～で一杯になる
The dog was nearly run over by our car.
その犬は 私たちの車にひかれそうになった。

His mind was running over with the new idea.
Be careful not to run over his coffee.
彼の心は その新しい考えでいっぱいになっています。
彼のコーヒーがあふれないように気をつけなさい。

782 (087) be characteristic of ～
～の特徴である
High mountains are characteristic of Central Japan.
高い山々は中部日本に特有のものです。

783 (088) (be) something of ～ ちょっとした ～ ひとかどの～
Kenta is something of a computer system engineer.
健太は ちょっとしたシステムエンジニアです。

784 (089) concentrate A on B A(気持ちや神経 関心など）を B に集中させる
Every student concentrate their attention on what the teacher explains now.
すべての学生は今 教師が説明していることに神経を集中させています。
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785 (090) (be) in the wrong
間違っている 悪い
Most people feel that he is in the wrong.
たいていの人は 彼のほうが悪いと感じている。

786 (091) to say the least ( of it )
The man is rude, to say the least.

控えめに言っても

その男は 控えめに言っても 無作法です。

787 (092) at once A and B A でもあり B でもある
I was at once surprised and pleased when I heard the news.
私は その知らせを聞いたとき、驚くと共に、喜んだ。

788 (093) for a rainy day 万一に備えて 困った場合のために
Mother will save money for a rainy day.
母は万が一に備えて蓄えをするでしょう。

789 (094) be peculiar to ～ ～に独特の 固有の
These customs are peculiar to the district.
この風習は その地区に特有のものです。

790 (095) beside the point 的外れな
Your idea is objective, but beside the point.
あなたの考えは客観的ではあるが、的外れだ。

791 (096) dwell on (upon) ～ ～をくよくよ考える ～を詳しく説く
She dwells too much on her past failure.
彼女は 過去の失敗をくよくよ考えすぎます。

792 (097) resort to ～ ～（手段）に訴える ～にしばしば行く
I hope that they don't resort to violence to get more money.
より多くのお金を得るために暴力に訴えるようなことをしないように願いたいです。

793 (098) set in
始まる
The news said that the rainy season has set in.
ニュースでは 梅雨の季節が始まったと言っていました。

794 (099) wear out ～ ～をすり減らす ～を疲れさせる
Your father's patience will be worn out soon.
あなたのお父さんの忍耐もじきに尽き果てるでしょう。

795 (100) A is to B what (as) C is to D A の B に対する関係は C の D に対する関係と同じ
Reading is to mind what food is to body.
読書と精神の関係は 食物と身体の関係と同じだ。

796 (101) head for ～ ～に向かって進む
I don't know where we are heading for.

=make for

私たちは どこへ向かって進んでいるのかわかりません。

797 (102) reflect on (upon) ～ ～を熟考する ～の不名誉となる
The manager gave me time to reflect on what to do next.
支配人は私に 次にどうするべきかをよく考えるための時間をくれた。

798 (103) in (the) light of ～ ～に照らして
In the light of our data, I decided to do it again.
我われは新しい資料に照らして、私たちはそれを再び行うことに決めた。

799 (104) refrain from doing ～を控える
You should refrain from talking about his failure.
彼の失敗について話すことは差し控えるべきです。
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800 (105) talk over ～ ～について話し合う
They talked over the plan to see whether it could really be carried out.
彼らはその計画が本当に実行できるかを見極めるために話し合いを行った。

801 (106) close at hand 近づいて 手元に
(be close/ be near/ keep/ be ）などがよく使われる
She always keeps her diary at hand.
彼女はいつも、日記を手元に置いています。

802 (107) scores of ～ 多数の～
Lucy write scores of poems in her room everyday.
ルーシーは多数の詩を毎日 部屋で書きます。

803 (108) a good many ～
たくさんの～
There were a good many reason for his studying harder.
彼が一生懸命勉強するにはたくさんの理由があった。

804 (109) interfere with ～
～を妨げる ～のじゃまをする
Your playing of guitar may interfere with his sleep.
あなたのギター演奏が、彼の睡眠を妨げるかもしれません。

805 (110) up to now
今まで
Up to now, any more pollution of the air have not been reported.
今までのところ、さらなる大気の汚染は報告されていない。

806 (111) leave (let) alone ～ ～を構わずに置く ほおって置く
You should leave them alone for some times.
彼らは しばらくはそっとしておくべきです。

807 (112) be wanting in ～ （特性や性質を）欠く
Your brother was wanting in bravery.
あなたの弟さんは 勇敢さがありませんね

808 (113) (be) through with ～ ～を終えている
If your father is through with his job, he will take you to the park.
お父さんが仕事を終えたら、あなたを公園へ連れて行ってくれるでしょう。

809 (114) (be) reluctant to do ～ ～をしたがらない いやいや～する
Noriko seems reluctant to play the violin tomorrow.
典子さんは 明日バイオリンを弾く気にならないようです。

810 (115) keep off ～
～に近づかない ～に近づけない（特定の場所、特定の話題）
Policeman told us to keep off the store.
警官は 私たちにその店に近づかないようにいった。

811 (116) on an average /on average/ on the average 平均して 普通は
On average, the train run a 60 kilometers in an hour.
平均してその電車は１時間に 60 キロメートル走る。

812 (117) other than ～ ～を除いて ～とは別の
She doesn't speak to anyone other than getting phone.
彼女は電話を取る以外には だれとも話をしない。

813 (118) put aside ～
～をたくわえる ～を片付ける
You should put aside money for the college education of your son.
あなたは 息子の大学の学費のためにお金を蓄えておくべきです。

814 (119) in turn(s) 順々に 次々に
The students got on the school bus in turns.
生徒たちは そのスクールバスに順番に乗り込んだ。
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815 (120) dispose of ～ ～を処分する
I have to dispose of my old books on the shelf.
私は棚の上の古い本を処分しなければならない。

816 (121) be liable to do ～ ～しがちである
He is liable to make a mistake in reading text book.
彼は 教科書を読むときに間違えやすい。

817 (122) (be) yet to do
まだ～していない
Your new idea is yet to be known to them.
あなたの新しい考えは、まだ彼らに知られていない。

818 (123) (be) related to ～ ～に関係がある ～と親戚関係である
This traffic accident is related to heavy rain last night.
この交通事故は 昨夜の豪雨と関係がある。

819 (124) set out
出発する
We will set out on a trip to Hokkaido next week.
私たちは来週 北海道旅行へ出発します。

820 (125) for a change たまには 気分転換して
Jack wanted to play the piano for a change.
ジャックは たまにはピアノを弾いてみたかった。

821 (126) leave out ～ ～を省く ～を除外する
You should not leave out Kent in getting together again.
再び会合するときにはケントを抜かすべきではありません。

822 (127) at intervals 時々 (at ～ intervals)
Kenji came to our home at long intervals.
健二は 私たちの家へは たまにしか来なかった。

823 (128) approve of ～ ～を承認する
I don't approve of having a cellular phone at the school.
私は 学校で携帯電話を所持することには賛成できません。

824 (129) come to (oneself) 意識を回復する
The injured finally came to ten minutes after he had an accident.
負傷者は事故に会ってから 10 分後にようやく意識を取り戻した。

825 (130) translate A into B A を B に翻訳する
My sister's job is to translate French into Japanese.
私の姉の仕事は フランス語を日本語に訳すことです。

826 (131) will do 間に合う 十分である
Anything will do if it is a paper.
紙であるならば、何でもＯＫです。

827 (132) part with ～ ～を手放す
My sister didn't want to part with her necklace, but she had to sell it.
私の姉はネックレスを手放したくはなかったが、売らねばならなかった。

828 (133) part from ～ ～と別れる ～と引き離す
The world war parted him from his family.
世界大戦は 彼と彼の家族を引き離した。

829 (134) substitute A for B B の代わりに A を代用する
It is wise of you to substitute margarine for butter.
バターの代わりにマーガリンを使うのは 賢い。
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830 (135) no better than ～
～も同然
My mother said that bank clerk is no better than thief.
私の母は 銀行員はどろぼうも同然だといった。

831 (136) dispense with ～ ～なしで済ます
The teacher dispense with dictionary in reading foreign book.
先生は 外国の本を読むのに辞書なしで済ました。

832 (137) exchange A for B A と B を交換する
Taro exchange money for some vegetables at a fruit and vegetable shop.
太郎は青果店で いくつかの野菜とお金を交換した。

833 (138) lay off ～ ～を一時解雇する
He must be laid off at the depression last year.
昨年の不況のときに 彼は解雇されたに違いない。

834 (139) work on ～ ～に影響を与える ～に取り組む
Warm weather worked on our success in business.
暖かい気候が 私たちのビジネスの成功に影響を与えた。
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