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大学入試英単語　　　　　　　　　　　　　　　　　UNIT 1  　　　　　　　  レベル A

001 act 動詞/名詞 行為　行い　行動する　演じる

Ｕ 1 Now is the time to act.
今こそ　行動するときです

002 add 動詞 を加える　足し算する

Ｕ 1 Add little more salt to the soup,and it will taste better.
もう少しスープに塩を加えてください、そうすればおいしくなるでしょう

003 affect 動詞 に影響を与える　を感動させる

Ｕ 1 We never know how much our action may affect someone.
自分の行為が　だれかにどの程度影響を与えているかは決してわからない。

004 aid 名詞/動詞 援助 助ける

Ｕ 1 We did all we could to aid that animal.
私たちは　あの動物を助けるためにできることはすべてやった。

005 amaze 動詞 をびっくりさせる

Ｕ 1 It amazes me to hear that you were leaving.
あなたが去ろうとしていたと聞いて、驚いている。

006 appear 動詞 現れる　(～のように)見える

Ｕ 1 It appears that everything is going well.
すべては　うまくいっているように見える。

007 appropriate 形容詞 適切な

Ｕ 1 My father always give me appropriate advice.
私の父は　いつも私に適切な助言をしてくれる。

008 assist 動詞 を手伝う　に役立つ

Ｕ 1 I assisted the children in learning how to use computers.
私は　子供たちにコンピュータの使い方が学習できるように手伝った。

009 behave 動詞 ふるまう

Ｕ 1 My son behaved badly all day.
私の息子は　１日中　行儀が悪かった。

010 belong 動詞 所属している　(～の)所有である

Ｕ 1 These books belong to the school library.
これらの本は　学校の図書館のものです

011 bore 動詞 をうんざりさせる

Ｕ 1 I was really bored at the lecture of this university.
この大学の講義には　本当にうんざりだ。

012 borrow 動詞 を借りる

Ｕ 1 Can I borrow some pencils?
私に　鉛筆を何本か貸してくれませんか?

013 bother 動詞/名詞 を困らせる　を悩ます　思い悩む　

面倒　面倒なこと

Ｕ 1 Passive smoking bothers non-smokers.
受動喫煙が、タバコを吸わない人を悩ませています。



014 cancer 名詞 がん

Ｕ 1 He died of cancer in his house yesterday.
彼はガンで昨日 家で亡くなった。

015 collect 動詞 を集める　集まる　徴収する

Ｕ 1 His job is to collect taxes from them.
彼の仕事は　税金を集めることです

016 comment 名詞/動詞 意見を述べる　　意見　コメント

Ｕ 1 The minister commented on the new foreign policy.
大臣は新しい外交政策について　意見を述べた。

017 common 形容詞 共通の　普通の

Ｕ 1 Cats and dogs are very common animals.
猫や犬はたいへんありふれた動物です。

018 consider 動詞 を見なす　をよく考える　を考慮する

Ｕ 1 She should consider our offer.
彼女は　私たちの申し出について　考えてみるべきだ。

019 consist 動詞 (consist of～で)～なる　存在する

Ｕ 1 Water consists of hydrogen and oxygen.
水は　水素と酸素から成ります。

020 contain 動詞 を含む

Ｕ 1 The magazine contains a lot of information about new computer.
その雑誌には　新しいコンピュータについての多くの情報を含んでおります。

021 cooperate 動詞 協力する　～と協力する(with)

Ｕ 1 Each country has a duty to cooperate with other nations.
各々の国は　他の国と協力し合う義務がある。

022 create 動詞 を想像する　を引き起こす

Ｕ 1 Shakespeare created many wonderful characters in his plays.
シェークスピアは　劇の中で　たくさんのすばらしい人物を創造した。

023 decide 動詞 決める　決定する

Ｕ 1 She could not decide where to go. 
彼女は　どこへ行くか決められない。

024 decrease 動詞/名詞 減る　を減らす

減少

Ｕ 1 He decreased the speed of his car.
彼は　車のスピードを落とした。

025 depend 動詞 (depend on～で)～に頼る

Ｕ 1 Whether we will win the game or not depends on the weather.
我々が試合に勝つかどうかは　天気にかかっている。

026 describe 動詞 を描写する　を説明する

Ｕ 1 We might describe her as a good-natured woman. 
私たちは　彼女を温厚な女性として描くかもしれない。

027 destroy 動詞 を破壊する

Ｕ 1 My bike was completely destroyed by the accident.



私のバイクは　事故によって完全に破壊された。

028 determine 動詞 を決定する　を決心する

Ｕ 1 I am determined to go and nothing will stop me.
私は　行くことを決めました。だからだれも私を止められない。

029 develop 動詞 を発達させる　を開発する　発達する

Ｕ 1 Musical talent can be developed if it is properly trained.
音楽的な才能は　正しく訓練を受ければ、伸ばすことができます。

030 disappoint 動詞 をがっかりさせる　を落胆させる　

を失望させる

Ｕ 1 I don't want to disappoint fun of the team.
私は、チームのファンを失望させたくありません。

031 disease 名詞 病気

Ｕ 1 My brother is suffering from a serious disease.
私の兄は深刻な病気に苦しんでいます。

032 display 動詞 を展示する　を表す

Ｕ 1 This museum displays some Leonardo da Vinci paintings.
この美術館では　数点のダビンチの絵画を展示している。

033 doubt 名詞/動詞 疑い　を疑う

Ｕ 1 I doubt if she can drive a car.
彼女が運転をできるとは　疑わしい。

034 educate 動詞 教育する

Ｕ 1 A teacher's job is to educate a young people
先生の仕事は　若い人たちを教育することです。

035 encourage 動詞 を勇気づける　を奨励する

Ｕ 1 He have encouraged workers to take more paid vacation.
彼は従業員にもっと有給休暇をとるように奨励している。

036 enter 動詞 入る　加わる　入学する　入れる　入会する　させる

Ｕ 1 My big brother entered college last year.
私の兄は去年　大学に入った

037 entire 形容詞 全体の　完全な

Ｕ 1 My entire weekend was spent cooking.
週末のすべての時間は料理に費やした。

038 exhibit 動詞 を展示する　　表に出す

(感情など)を表に表す　

Ｕ 1 What are we going to exhibit at the spring trade show?
春の産業見本市で　われわれが展示しようとしているものは何ですか？

039 exist 動詞 存在する　生存する

Ｕ 1 No living things can exist without water.
水なしで　生きられる生物はいない。

040 expect 動詞 を予期する　を期待する　と思う

Ｕ 1 Will she come soon?  I expect so.
彼女はもうすぐやって来るでしょうか　私は来ると思います。



041 explain 動詞 を説明する　説明する

Ｕ 1 Will you explain what this word means? 
この単語の意味を教えていただけますか？

042 express 動詞/名詞/形容詞 を表現する

急行列車(バス)
急行の

Ｕ 1 She expressed her thanks. 
彼女は　感謝の意を表した。

043 fail 動詞 失敗する　衰える　に落ちる　に陥る

(いざというときに)役に立たない

Ｕ 1 The scientist failed to prove his theory.
その科学者は　彼の理論を証明することができなかった。

044 fat 形容詞 太った

Ｕ 1 If you move more quickly, you will not get fat.
あなたは　もっと速く動けば　太らないでしょう。

045 fear 動詞/名詞 恐怖　不安　恐れる　怖がる

Ｕ 1 We are in constant fear of accident.
我々は　いつも事故の恐怖の中にある。

046 female 形容詞 女性の　メスの

Ｕ 1 This baseball team has a lot of female players in them.
この野球チームには　たくさんの女性プレーヤがいます。

047 gather 動詞 を集める　集まる

と推測する

を増す

Ｕ 1 I gathered all the fallen leaves in my garden.
私は　庭で　すべての落ち葉を集めました。

048 general 形容詞 一般的な　世間一般の　全体的な

Ｕ 1 It is a view of the general public.
それは　一般大衆の視点です。

049 guess 動詞/名詞 を推測する　と思う　推測する

推測

Ｕ 1 I can't guess which team will win.
私はどちらのチームが勝つのか　推測できない

050 hate 動詞/名詞 をひどく嫌う　

嫌悪　憎悪　

Ｕ 1 I hate those who are always telling lies.
私は、いつも嘘ばかりついているような人は嫌いです。

051 height 名詞 高さ　身長　真っ盛り

Ｕ 1 What is the height of this tower?
このタワーの高さは　どのくらいですか？

052 huge 形容詞 巨大な　ばく大な

Ｕ 1 The man gave the citizen a huge sum of money.
その男は　市民にばく大な金額のお金を与えた。



053 ill 形容詞 病気で（の）

Ｕ 1 Kent was seriously ill in that country he visited.
ケントは　訪れたあの国でとても重い病気です。

054 imagine 動詞 想像する

Ｕ 1 Can you imagine the park without tree?
木々のない公園なんて想像できますか？

055 impress 動詞 に感銘を与える　に印象を与える

Ｕ 1 The success of the adventure impressed many people.
その冒険に成功して、多くの人が感銘を受けた。

056 include 動詞 を含む

Ｕ 1 The price doesn't include tax.
その値段には　税金は含まれておりません

057 increase 動詞/名詞 を増やす　を増す　増加する

増加(in にアクセント)

Ｕ 1 Accidents have increased in number this year.
今年は　事故の件数が増えました。

058 inform 動詞 知らせる　告知する

Ｕ 1 He informed me of the good news.
彼は私に　よいニュースを知らせた。

059 intend 動詞 ～するつもりである　を意図する

Ｕ 1 I've made a mistake,though I didn't intend to.
私は間違いを犯しました。やろうとしたわけではないのですが。

060 interest 動詞 興味　関心（事）

利益　利子

の興味をそそる

Ｕ 1 More elderly people are interested in information technology.
情報技術に対して興味をもつ年長者が多くなってきた。

061 introduce 動詞 を紹介する　を導入する　発表する

Ｕ 1 I'd like to introduce myself first.
まず　初めに　私が自己紹介をしたいのですが。

062 involve 動詞 を巻き込む　を含む　をかかわらせる

Ｕ 1 I don't want to be involved in any more trouble.
私は　これ以上面倒には巻き込まれたくありません。

063 join 動詞 に加わる　をつなぐ　参加する

Ｕ 1 Does your father join our meeting tonight?
あなたのお父さんは　私たちの会合に今夜参加しますか？

064 lack 動詞/名詞 を欠く　がない

不足

Ｕ 1 What happens when you lack this important machine?
この重要な機械がなかったら、いったいあなたはどうなるのでしょう？

065 lend 動詞 を貸す

Ｕ 1 Would you mind lending me your car tonight?
今夜　私に　あなたの車を貸していただけませんか



066 length 名詞 長さ　縦　期間

Ｕ 1 The length of the Golden-gate Bridge is 2800 meters.
金門橋の長さは 2800 メートルです。

067 male 形容詞/名詞 男性の　雄の 男性

Ｕ 1 The numbers of male nurses is increasing now.
男性の看護士は　現在増加中です。

068 medicine 名詞 薬　医学

Ｕ 1 Do you know any good medicine for headache?
なにか　頭痛に良く効く薬をご存知ですか?

069 mention 動詞/名詞 に言及する　(名前)を挙げる

言及

Ｕ 1 Please don't mention to anyone the fact that I'm getting married. 
私が結婚したことを　だれにも言わないでね。

070 miss 動詞 に乗り遅れる　逃がす　をし損なう

がいなくて寂しい　がいなくて困る

Ｕ 1 I missed my CD only after I bought it at that store yesterday.
私は、昨日あの店でＣＤを買ったあとに、それがなくなっているのに気づいた。

071 move 動詞/名詞 感動させる　動かす　動き

Ｕ 1 The song moved the whole audience to tears. 
その歌は　全体の聴衆を感動させて　涙させた。

072 narrow 形容詞/動詞 狭い　限られた　かろうじての

を限定する

Ｕ 1 The town has many narrow streets here and there.
その町にはあちこちに　多くの狭い道があります。

073 normal 形容詞 標準の　正常な

Ｕ 1 It's only normal for you to feel that way.
そのように感じるのは正常なことです。

074 notice 動詞/名詞 に気が付く　に注目する

通告　予告　掲示

注意　注目

Ｕ 1 Did you notice the fear in her voice?
彼女の声の中の恐怖には　気がつきませんでしたか。

075 occur 動詞 起こる　心に浮かぶ　存在する

Ｕ 1 A big earthquake occurred in the Tokai area this morning.
大きな地震が　けさ　東海地方で起きた。

076 pain 名詞/動詞 痛み　苦痛を与える　心が痛む

Ｕ 1 Do you feel any pain in your joints?
関節に痛みはありますか？

077 particular 形容詞 特定の　特別の　好みがうるさい

詳細

Ｕ 1 I don't have anything particular to do.
私は　今日は　特にすることはありません。

078 pay 動詞/名詞 を支払う　を払う　支払いをする



割に合う　に報いる

給料　報酬

Ｕ 1 We paid thirty thousand yen for this book.
私は　この本に３万円払った

079 perform 動詞 を行う　を演じる　演じる

Ｕ 1 Nancy performed the difficult experiment successfully.
ナンシーは　困難な実験を　うまく行った。

080 press 動詞/名詞 (the をつけて)新聞　出版界　報道機関

に強く求める

を押す　押し進む

Ｕ 1 I pressed the start button again.
私は　そのスタートボタンを　再び押した。

081 produce 動詞 を生産する　を生み出す　を製作する

Ｕ 1 This factory produces high-quality television.
この工場では　高い品質のテレビを生産しています。

082 rare 形容詞 まれな

Ｕ 1 It's a rare experience to see TV studio.
ＴＶスタジオを見るような経験は　まれな経験です。

083 react 動詞 反発する　反応する

Ｕ 1 My brother reacts to new bike very quickly.
私の弟は　すぐに新型のバイクに反応する。

084 realize 動詞 を悟る　に気づく　を実現する

Ｕ 1 She hardly realized what was happening.
彼女は　どんなことが起きているかほとんど解っていなかった。

085 recognize 動詞 を見分ける　を認める　を認識する

Ｕ 1 We all recognize her as my father's friend.
私たちはみな　彼女を父の友人だと認識している。

086 reduce 動詞 を減らす

Ｕ 1 That factory was closed to reduce costs for the company.
あの工場は　会社の経費節減のために閉鎖された。

087 regard 動詞 を(～と)見なす　尊敬　配慮

Ｕ 1 They regard Tom as the best player of our team.
彼らは　トムを我々のチームのベストプレーヤーだと見なしている。

088 rely 動詞 を当てにする　信頼する

Ｕ 1 You can't rely on this machine.
この機械は　当てにできませんよ。

089 remain 動詞 (～の)ままでいる　残る

Ｕ 1 I've solved seven problems and now only one remains.
私は　７つの問題を解いたので、あと１つ残っているのみです

090 remove 動詞 を取り除く　を脱ぐ　を解雇する

Ｕ 1 Fallen leaves have to be removed from railroad tracks.
落ち葉は　線路から取り除かれなくてはならない。



091 reply 動詞 と答える　返事をする

返事

Ｕ 1 I didn't know how to reply to teacher's question.
私は先生の質問にどのように答えていいかわからなかった。

092 represent 動詞 を代表する　を表す　を描く

Ｕ 1 In Japan,cranes and turtles represent long life. 
日本では　鶴と亀は　長寿を表す

093 respond 動詞 答える　反応する　と答える

Ｕ 1 How did young people respond to our new movie?
私たちの新しい映画に対して　若い人たちの反応はどうでしたか?

094 satisfy 動詞 を満足させる　に納得させる

Ｕ 1 I didn't like that story,so it didn't satisfy me.
私は　その話は好きではなかった。だから、それは私を満足させなかった。

095 select 動詞 を選ぶ

えり抜きの

Ｕ 1 Selecting a good job is not always easy.
よい仕事を選ぶことは　必ずしも容易ではない 

096 smell 動詞 におい（がする）におう

Ｕ 1 That tree smells cheese.
あの木は　チーズの匂いがする。

097 square 形容詞/名詞/動詞 正方形の　～四方の　平方の  正方形　

広場　平方　を２乗する

Ｕ 1 The base of a pyramid is a square.
ピラミッドの基底部は　正方形です。

098 strength 名詞 強さ　力

Ｕ 1 I don't have the strength to lift this rock.
私には　その岩を持ち上げる力はない。

099 succeed 動詞 ～に成功する

Ｕ 1 He succeeded in developing a new machine. 
彼は新しい機械の開発に成功した

100 suppose 動詞 と思う　と仮定する

Ｕ 1 She must be dead, then.Yes I suppose so.
彼女はそのとき死んでいたに違いない。私もそう思う

101 surface 名詞 表面  表面の

Ｕ 1 An empty can was floating on the surface of the water.
１つの空き缶が　水面の上に浮かんでいた。

102 surprise 動詞/名詞 を驚かせる　驚き

Ｕ 1 Much to his surprise, he found his dog dead.
大変　驚いたことに　彼は　犬が死んでいることがわかった。

103 suspect 動詞/名詞 を疑う　～ではないかと思う 容疑者

I suspect that my mother knows our secret. 
母は私たちの秘密を知っているのだろうと思う。



104 thick 形容詞 濃い　厚い　太い　密集した

Ｕ 1 The air in the room was thick with smoke.
部屋の空気は　煙でいっぱいだった。

105 thin 形容詞 薄い　細い　やせた

Ｕ 1 He has a long and thin figure and looked pale.
彼は細長い体格をしており、青白く見えた。

106 threat 名詞 脅迫　脅威　(悪いことの)きざし

Ｕ 1 It is a serious threat to democracy.
それは　民主主義にとって　深刻な脅威である。

107 transfer 動詞 を移動させる　移る　乗り換える

移動

Ｕ 1 The bank transferred its branch to Osaka.
その銀行は　その支店を大阪に移転した。

108 trust 動詞/名詞 信用

を信用する

Ｕ 1 I can't trust a man like Bob. 
私は　ボブのような人は信用できません。

109 typical 形容詞 典型的な

Ｕ 1 His family is typical of those living in an apartment house.
彼の家族は　アパートに住む家族の典型です。

110 wonder 動詞/名詞 ～かしらと思う　不思議がる　驚き　驚異

Ｕ 1 I wonder that they didn't kill you. 
彼らは　よくもあなたを殺さなかったものだ。

111 worry 動詞/名詞 心配する　を心配させる　を悩ます

心配(事)

Ｕ 1 It worries me that I don't have enough money.
私は、十分なお金を持っていないことが心配だ。
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001 promote 動詞 を促進する　を昇進させる

Ｕ 2 Mr. Jonson was promoted to manager.
ジョンソン氏は　支配人に昇進した。

002 advance 動詞/名詞 前進　進歩　

進む

Ｕ 2 The government's plan is advancing well.
政府の計画は　順調に進んでいる。

003 surround 動詞 を囲む

Ｕ 2 Mountains surrounded the small valley.
山々が　その小さな谷を取り囲んでいる。

004 extend 動詞 を伸ばす　広げる　のびる　広がる

Ｕ 2 They are planning to extend the railroad to the next town.
彼らは鉄道をとなりの町まで延長する計画をたてている。



005 stretch 動詞/名詞 を伸ばす　伸びる

伸びること　広がり　範囲

Ｕ 2 Mike stretched out his arms on the desk.
マイクは　自分の腕を机の上で伸ばした。

006 spread 動詞 広がる　を広げる　を薄くぬる

Ｕ 2 She spread a blanket on the bed.
彼女は　ベッドの上に毛布を広げた。

007 contribute 動詞 貢献する　寄付する　を寄与する

Ｕ 2 She contributed lot of money to the hospital.
彼女は多くのお金を　その病院に寄付した。

008 prepare 動詞 準備する　を準備する　に準備させる

Ｕ 2 Please prepare the table for dinner.
どうぞ　夕食のためにテーブルを準備してください。

009 acquire 動詞 を獲得する　を習得する

Ｕ 2 Children acquire their language when they are very young.
子供は　ごく小さいときに言葉を身につける。

010 obtain 動詞 を獲得する

Ｕ 2 Where can I obtain that perfume?
その香水は　どこで手に入れることができるのですか。

011 valley 名詞 谷

Ｕ 2 Mountains surrounded the small valley.
山々が　その小さな谷を取り囲んでいる。

012 perfume 動詞/名詞 香水をつける　香水　

Ｕ 2 Where can I obtain that perfume?
その香水は　どこで手に入れることができるのですか。

013 gain 動詞 を獲得する　を増す　利益を得る

Ｕ 2 They gained great wealth.
彼らは　莫大な富を手にした。

014 wealth 名詞 富　財産

Ｕ 2 They gained great wealth.
彼らは　莫大な富を手にした。

015 offer 動詞 を申し出る　を提供する

Ｕ 2 We offer you a new type of life insurance.
私たちは　あなたに新しいタイプの保険を提供します。

016 insurance 名詞 保険　保険金

Ｕ 2 We offer you a new type of life insurance.
私たちは　あなたに新しいタイプの保険を提供します。

017 provide 動詞 供給する　備える　扶養する

Ｕ 2 Bees provide us with honey.
蜂は　私たちにはちみつを供給してくれる。

018 bee 名詞 はち　蜂　ミツバチ　みつばち

Ｕ 2 Bees provide us with honey.



蜂は　私たちにはちみつを供給してくれる。

019 supply 動詞/名詞 を供給する

供給(物)

Ｕ 2 He has supplied the necessary information to me.
彼は　私に必要な情報を提供してくれた。

020 demand 動詞/名詞 を要求する　

要求　需要

Ｕ 2 He is always demanding his rights.
彼は　自分の権利ばかりを主張している。

021 require 動詞 を必要とする　を要求する

Ｕ 2 The floor requires washing.
その床は　清掃が必要だ。

022 establish 動詞 を設立する 制定する　を創設する　確立する　落ち着かせる

Ｕ 2 They will establish a new school in this part of the city.
彼らは　この町の一部に　新しい学校を設立するつもりです。

023 found 動詞 を設立する　を創設する

Ｕ 2 Our school was founded in 1980.
私たちの学校は　1980年に設立されました。

024 compose 動詞 を作る　を作曲する　を構成する

Ｕ 2 Language is one of the most important elements that compose human culture.
言語は人間文化を構成する最も重要な要素です。

025 element 名詞 要素　元素

Ｕ 2 Language is one of the most important elements that compose human culture.
言語は人間文化を構成する最も重要な要素です。

026 imitate 動詞 をまねる　模倣する

Ｕ 2 Some birds can imitate human speech.
人間の言葉をまねできる鳥もいる。

027 human 形容詞 人間の　人間的な

Ｕ 2 Some birds can imitate human speech.
人間の言葉をまねできる鳥もいる。

028 pretend 動詞 のふりをする

Ｕ 2 He pretended to be reading when his mother went in.
彼は　お母さんが入ってきたときには読書をしているふりをした。

029 afford 動詞 の余裕がある(～する)余裕がある

Ｕ 2 I can't afford to buy such a big car.
私は　そんな大きな車を買う余裕はない。

030 earn 動詞 を稼ぐ　を獲得する

Ｕ 2 He earns his living by doing odd jobs.
彼は　風変わりな仕事で生計をたてた。

031 odd 形容詞 奇妙な　風変わりな

奇数の　(一対のうち)片方の

臨時の　半端な



Ｕ 2 He earns his living by doing odd jobs.
彼は　風変わりな仕事で生計をたてた。

032 employ 動詞 を雇う　を使用する

Ｕ 2 He employed four more foreigners.
彼は　あと４人の外国人を雇った。

033 foreigner 名詞 外国人

Ｕ 2 He employed four more foreigners.
彼は　あと４人の外国人を雇った。

034 manage 動詞 を経営する　を何とかやり遂げる

Ｕ 2 I managed to get there in time.
私は　そこに何とか間に合ってつくことができた。

035 exchange 動詞 を交換する  交換　為替相場

Ｕ 2 Where can I exchange my dollars for pounds?
私の　ドルはどこで　ポンドに交換できるのですか。

036 deal 動詞 を分配する　(deal with～で)を扱う

取り引き

Ｕ 2 This book deals with culture of Japan.
この本は　日本文化について扱っている。

037 transport 動詞/名詞 輸送する　輸送　輸送機関

Ｕ 2 The products were transported from the factory to the station.
その製品は工場から駅に輸送される。

The transport of goods by air is very expensive.
航空機による商品の輸送は　コストが高い。

039 expensive 形容詞 高価な

Ｕ 2 The transport of goods by air is very expensive.
航空機による商品の輸送は　コストが高い。

040 export 動詞 を輸出する

Ｕ 2 Japan exports digital televisions to a lot of countries.
日本は　デジタルテレビを多くの国に輸出している。

041 reflect 動詞 を反射する　を反映する

熟考する

Ｕ 2 The snow on the road reflected the sunlight.
道路の雪は　日光を反射していた。

042 shine 動詞/名詞 輝く　輝き

Ｕ 2 The moon is shining brightly.
月が　明るく輝いています。

043 blow 動詞/名詞 (嵐が)吹く　息をはく

(息などを)はく　を吹き鳴らす

一打　強打　　精神的打撃　衝撃

Ｕ 2 It's blowing very hard this morning.
けさは　たいへん風が強かった。

044 burn 動詞 燃える

Ｕ 2 Lamps were burning in every room.



ランプは　すべての部屋で燃えていた。

045 mix 動詞 を混ぜ合わせる　混ざる

Ｕ 2 Oil and water don't mix.
油と水は　混ざらない。

046 tear 動詞 を裂く　を破る

Ｕ 2 The man tore the tape from the box.
その男は　箱からテープをはがした。

047 strike 動詞/名詞 (人)の心を打つ　に印象を与える

ストライキ

Ｕ 2 I was deeply struck by the beauty of the scenery.
私は　風景の美しさに深く心を打たれました。

048 enormous 形容詞 ばく大な　巨大な

Ｕ 2 An enormous amount of money was spent on this project.
この事業計画に　ばく大なお金が使われた。

049 tiny 形容詞 ちっちゃな　小さい

Ｕ 2 He looked at his baby's tiny finger.
彼は　赤ん坊の小さな指を見た。

050 empty 動詞/名詞 空の　からの　空っぽの

空にする

Ｕ 2 It is not good to smoke on an empty stomach.
空腹で　タバコをすることは良くない。

051 stomach 名詞 胃　腹

Ｕ 2 It is not good to smoke on an empty stomach.
空腹で　タバコをすることは良くない。

052 firm 形容詞/名詞 ゆるぎない　確かな 厳しい

会社　事業所

Ｕ 2 It is the leading firm of publishers in New York.
それは　ニューヨークで出版社ではトップ企業です。

053 average 形容詞/名詞 平均的な　並みの　平均

Ｕ 2 What is the average age of this class?
このクラスの平均の年齢は　いくつですか？

054 official 形容詞/名詞 公式の　公の

公務員　役人

Ｕ 2 My uncle is a city official.
私のおじは　市役所の職員です。

055 legal 形容詞 法律(上)の　合法的な

Ｕ 2 It is not legal to own a gun in this country.
この国では　銃を所持することは違法です。

056 financial 形容詞 財政上の

Ｕ 2 Japan was in financial difficulties then.
日本では　そのとき財政的な困難に陥っていた。

057 political 形容詞 政治の　政治的な



Ｕ 2 His motive was political rather than academic.
彼の動機は　学問的というより政治的なものであった。

058 motive 名詞 動機

Ｕ 2 His motive was political rather than academic.
彼の動機は　学問的というより政治的なものであった。

059 domestic 形容詞 国内の　家庭内の　飼いならされた

Ｕ 2 Almost all families have domestic problems.
ほとんどすべての家庭には　家庭内の問題をかかえている。

060 national 形容詞 国家の　国民の

Ｕ 2 Baseball is the national sport of America.
野球はアメリカの国技です。

061 foreign 形容詞 外国人の　外国の

His wife seem to be a foreign student.
彼の奥さんは　外国人留学生らしい。

062 distant 形容詞 遠くの　よそよそしい

Ｕ 2 Many ships come here from distant countries.
ここには　多くの船が外国からやってくる。

063 remote 形容詞 遠く離れた　へんぴな　遠い昔　遠い未来

・・・remote from the ---  
---から離れた・・・という使い方をすることが多い

Ｕ 2 He lives in a farmhouse remote from the world.
彼は人里離れた　農家に住んでいる。

064 debate 名詞/動詞 討論

を討論する　討論する

Ｕ 2 There will be a long debate before the new law is passed.
新しい法律が可決する前に　長い討論があるだろう。

The teachers debated the problem with parents.
先生はその問題を父兄と討論した。

066 discuss 動詞 について話し合う

Ｕ 2 I discussed the problem with my friends.
私はその問題について友達と話し合った。

067 argue 動詞 を議論する　と主張する　論議する

Ｕ 2 Let's not argue the point any more.
その点については　もうこれ以上議論しないでおこう。

068 insist 動詞 強く言い張る　と強く言い張る

Ｕ 2 He insisted that he was innocent.
彼は　自分は無罪だと言い張った。

069 innocent 形容詞 無罪の

無邪気な

Ｕ 2 He insisted that he was innocent.
彼は　自分は無罪だと言い張った。

070 claim 名詞/動詞 と主張する　を要求する

主張　要求



Ｕ 2 She claimed the inheritance on his death.
彼女は　彼の死による遺産を要求した。

071 inheritance 名詞 相続財産　遺産

Ｕ 2 She claimed the inheritance on his death.
彼女は　彼の死による遺産を要求した。

072 recommend 動詞 を推薦する　を勧める

Ｕ 2 The travel agent recommended that I go to Australia.
旅行会社は　私にオーストラリアに行くことを勧めた。

073 suggest 動詞 を提案する　をほのめかす

Ｕ 2 My wife suggested that I buy a Japanese car.
私の妻は　私に日本車を買うことを提案した。

074 propose 動詞 を提案する　(結婚)を申し込む

Ｕ 2 She proposed new idea to us.
彼女は　新しい考えを私たちに提案した。

075 commit 動詞 (罪など)を犯す　をゆだねる

Ｕ 2 He committed murder.
彼は　殺人を犯した。

076 murder 名詞 殺人　殺人事件

Ｕ 2 He committed murder.
彼は　殺人を犯した。

077 sound 動詞/形容詞/
副詞

（～のように）思われる

適切な　健全な　十分な

ぐっすりと　十分に

Ｕ 2 A sound sleep will do you good.
ぐっすり眠ることは体によいだろう。

This idea sounds interesting.
この考えは面白いと思われる。

079 gentle 形容詞 優しい　温和な　親切な　おとなしい

Ｕ 2 He is gentle with children.
彼は　子供に対して優しい。

080 prefecture 名詞 都道府県　府, 県

Ｕ 2 Okayama prefecture has a mild climate.
岡山県は　気候が穏やかです。

081 climate 名詞 気候　風潮

Ｕ 2 Okayama prefecture has a mild climate.
岡山県は　気候が穏やかです。

082 mild 形容詞 温厚な　(味　気候などが)穏やかな

Ｕ 2 Okayama prefecture has a mild climate.
岡山県は　気候が穏やかです。

083 serious 形容詞 重大な　まじめな

Ｕ 2 After few jokes his speech became serious.
いくつかのジョークののちに彼のスピーチは真面目になった。

084 lawyer 名詞 弁護士



Ｕ 2 The lawyer was patient with the client's long explanation.
弁護士は依頼人の長い説明にじっと辛抱していた。

085 patient 名詞/形容詞 患者  忍耐強い

Ｕ 2 The lawyer was patient with the client's long explanation.
弁護士は依頼人の長い説明にじっと辛抱していた。

086 polite 形容詞 礼儀正しい　丁寧な

Ｕ 2 You've got to be a polite to your teacher.
あなたは先生に対して行儀よくしなくてはいけません。

087 active 形容詞 活動的な　積極的な

Ｕ 2 Though he is over 70,he is still active.
彼は 70歳をこえているけれど　まだ活動的です。

088 passive 形容詞 消極的な　受動的な

Ｕ 2 He is passive in everything.
彼は　何をするにも消極的です。

089 express 動詞/名詞/形容詞 を表現する 急行列車(バス) 急行の

Ｕ 2 We can save two hours by taking the express.
私たちは　急行に乗ることで２時間稼いだ。

090 structure 名詞 構造　建築物

Ｕ 2 The social structure of America is different from that of Japan.
アメリカの社会構造は日本のそれと異なる。

091 proportion 名詞 (大きさ　数量などの）割合　つりあい　均衡　調和　バランス

Ｕ 2 The proportion of red cards to white in here is two to three.
この中の赤いカードと白いカードの比率は２対３です。

092 associate 名詞/動詞 を関連させる　を連想する　交際する

仲間

Ｕ 2 We associate giving present with Christmas.
私たちは　贈り物を贈ることというとクリスマスを連想する。

093 differ 動詞 異なる

Ｕ 2 The color of this car differs from others.
この車の色は　他のものと異なる。

094 deny 動詞 を否定する　を拒む　(～に～を)与えない

Ｕ 2 No one can deny that fact.
だれもその事実を否定できない。

095 crash 名詞/動詞 衝突(事故)　墜落(事故)
衝突する　墜落する

Ｕ 2 Two people survived the train crash.
２人が　列車の衝突事故で　助かった。

096 receive 動詞 を受け取る　を歓迎する

Ｕ 2 I received your letter yesterday.
私は　あなたからの手紙を昨日受け取りました。

097 continue 動詞 を続ける　続く

Ｕ 2 How long will you continue working?



あなたは　どのくらい長く仕事を続けるつもりですか？

098 last 動詞 続く　長持ちする

(the last で)最も～しそうにない

Ｕ 2 I hope this good weather will last till the weekend.
今週末まで　この良い天気が続くことを望みます。

099 survive 動詞 生き延びる　の後まで生き残る

Ｕ 2 Two people survived the train crash.
２人が　列車の衝突事故で　助かった。

100 save 動詞 を蓄える　を取っておく

を節約する　を省く

を救う

Ｕ 2 We can save two hours by taking the express.
私たちは　急行に乗ることで２時間稼いだ。

101 protect 動詞 を保護する　守る

Ｕ 2 Protect your eyes from the sun.
日光から　自分の眼を保護しなさい。

102 serve 動詞 役立つ　の役に立つ　に仕える

(飲食物)を出す

Ｕ 2 She served beer and wine to them.
彼女は彼らに　ビールとワインを提供した。

103 preserve 動詞 を保存する　を保護する

Ｕ 2 You should preserve the paper for future use.
今後の利用のために　その紙は取っておくべきです。

104 reserve 動詞/名詞 を予約する　を取っておく

蓄え

Ｕ 2 All the seat were reserved.
すべての席は予約されていた。

105 consume 動詞 を消費する

Ｕ 2 My car consumes very little gas.
私の車は　たいへん燃費がよい。

106 waste 動詞/名詞 浪費する　浪費　消費

Ｕ 2 I don't waste time on such a thing.
私は　そんなものに時間を費やさない。

107 sort 動詞/名詞 種類　分類する

Ｕ 2 I'm not good at this sort of thing.
私はこの手のことは　苦手です。

108 rest 名詞 (the～)残り　その他の人々　休息

Ｕ 2 You should get rest from the work.
あなたは仕事を休むべきです。

109 piece 名詞 断片　1個　作品

Ｕ 2 The pitcher fell and broke to pieces.
水差しが落下して　粉々になった。
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001 accompany 動詞 に同行する　を伴う

Ｕ 3 I'll accompany you to the Nagoya station.
私は　あなたを名古屋駅までお供します。

002 accurate 形容詞 正確な

Ｕ 3 Government give us accurate information.
政府は我々に　正確な情報を提供してくれる。

003 aim 動詞/名詞 ねらう　目ざす　を向ける

ねらい　目的

Ｕ 3 The photographer aimed his camera at the singer on the stage.
その写真家は　ステージの上の歌手にカメラを向けた。

My sister aims to become a professional jazz pianist.
私の姉は　プロのジャズピアニストになることを目指している。

005 ancient 形容詞 古代の　昔の

Ｕ 3 In ancient times people could not use words.
古代では　人類は言葉を用いることができなかった。

006 apologize 動詞 謝る

Ｕ 3 The teacher apologized to us for his mistake.
先生は　私たちに　誤りを謝罪した。

007 approach 動詞 に近づく　接近する

Ｕ 3 The time is approaching when we must leave.
私たちが去らなくてはならない時が近づいています。

008 attempt 動詞 を試みる

Ｕ 3 The prisoners attempted to escape.
囚人たちは　逃亡を企てた。

009 attend 動詞 に出席する　の世話をする　注意を払う

Ｕ 3 I'm going to attend the meeting this afternoon.
私は　今日の午後　会合に出席するつもりです。

010 avoid 動詞 を避ける

Ｕ 3 You should avoid using medical terms in the class.
あなたは授業では医学用語を用いるのは避けるべきです。

011 blame 動詞/名詞 に責任を負わせる　を非難する　責任

Ｕ 3 He blamed me for making mistakes.
彼は　私が間違いをしたことを非難した

012 brain 名詞 脳　頭脳

Ｕ 3 Jack is quite equal to Mary in brains.
ジャックは頭脳では　メアリーにきわめて匹敵する。

013 central 形容詞 中心の　中央の

Ｕ 3 They moved to the central part of Kyoto.
彼らは京都の中心部に引っ越した。

014 chase 動詞/名詞 を追いかける　追跡



Ｕ 3 The cat chased small mouse on the table.
ネコは　テーブルの上の小さなネズミを追いかけた。

015 complain 動詞 不平を言う　と不平を言う

You must not complain about your food.
あなたは食べ物に不満を言ってはいけません。

016 complete 形容詞/動詞 完全な　まったくの　完成した 完成する　仕上げる

Ｕ 3 When will work be completed on the new road?
新しい道路の工事はいつ完成されるのですか。

017 complex 形容詞 複雑な　複合の

Ｕ 3 There is no simple solution for this complex problem.
この複雑な問題にたいして　簡単な解決策は見当たらない。

018 conclude 動詞 と結論を下す　を終える　終わる

Ｕ 3 From the evidence,we concluded that he was innocent.
その証拠から　我々は彼が無罪であると結論付けた。

019 constitute 動詞 を構成する　の一部を成す

Ｕ 3 These people constitute the upper class of our town.
ここの人たちは　私たちの町で上流階級を構成する人たちです。

020 contrary 名詞/形容詞 正反対　反対の

Ｕ 3 Your proposition is contrary to ours.
あなたの提案は　私たちのものとは反対です。

021 correct 形容詞/動詞 正しい　適切な　を訂正する

Ｕ 3 He gave correct answers to the questions.
彼は　質問に対して正しい解答をだした。

022 crowd 動詞/名詞 群集　に群がる

Ｕ 3 The crowd resisted the police.
群集は警官に抵抗した。

023 damage 名詞 損害　被害　に被害を与える

Ｕ 3 The typhoon damaged the crops in this country.
台風はこの国の穀物に被害を与えた。

024 discover 動詞 発見する

Ｕ 3 Columbus discovered America in 1942.
コロンブスは　1942年にアメリカを発見した。

025 dive 動詞/名詞 (頭から)飛び込む　潜る　　もぐりこむ　

逃げ込む　飛び込み　潜水

Ｕ 3 I can swim but cannot dive.
私は泳ぐことはできますが飛び込みはできません。

026 divorce 名詞/動詞 離婚　離婚する　離婚させる

Ｕ 3 The man divorced famous actress last month.
その男は　有名な女優と先月離婚した。

027 efficiency 名詞 有能さ　能率

Ｕ 3 I always respect my teacher for his efficiency.
私は　先生の有能さにはいつも尊敬する。



028 equal 名詞/動詞 等しい　平等な　匹敵する

(仕事などに)耐えられる

に等しい　に匹敵する

Ｕ 3 Jack is quite equal to Mary in brains.
ジャックは頭脳では　メアリーにきわめて匹敵する。

029 escape 動詞 逃げる　もれる　を逃れる

Ｕ 3 A bird escaped from the cage.
鳥が　かごから逃げました。

030 essential 形容詞/名詞 不可欠な　本質的な　要点

Ｕ 3 Calcium are essential to our health.
カルシウムは我々の健康には欠かせないものです。

031 evidence 名詞 証拠　証言

Ｕ 3 From the evidence,we concluded that he was innocent.
その証拠から　我々は彼が無罪であると結論付けた。

032 excellent 形容詞 優れた

Ｕ 3 Tom is excellent at sports.
トムはスポーツが特に優れている。

033 fair 形容詞/副詞/名詞 公正な　公平な　かなりの　まずまずの

(肌が)白い　金髪の　晴れた　博覧会　見本市

Ｕ 3 You are trying to be fair to everybody around you.
あなたは周囲の誰に対しても公平であろうと努めている。

034 false 形容詞 誤った　偽りの　不確実な

Ｕ 3 That rumor proved to be false.
そのうわさは　嘘だとわかった。

035 feed 動詞 に食べ物を与える　を養う　食べる

Ｕ 3 She has three children to feed.
彼女には　扶養すべき３人の子供がいる。

036 final 形容詞/名詞 最終的な　最後の　決勝戦　期末試験(the final)

Ｕ 3 The judgment was final.
判決は　最終的なものだった。

037 fix 動詞 を固定する　を(心　記憶に)留める　を修理する

(飲食物)を用意する　を決める

Ｕ 3 We've fixed the date for wedding.
私たちは結婚式の日どりを決めた。

038 follow 動詞 について行く　に従う　次に起こる

Ｕ 3 It is better for you to follow teacher's advice.
あなたは先生の指示に従ったほうがよいですよ。

039 force 動詞/名詞 を強いる　に強制する　力

Ｕ 3 I thought I should force him to study more.
私は彼にもっと勉強を強いるべきだと考えていた。

040 frank 形容詞 率直な

Ｕ 3 My mother is frank enough to say what is on her mind.
私の母は考えていることを率直にいいます。



041 graduate 動詞/名詞 を卒業させる　卒業生

Ｕ 3 He graduated from the high school this March.
彼は　今年の３月　高校を卒業します。

042 harm 名詞/動詞 害　　を害する

Ｕ 3 Too much drinking can harm our health.
過度の飲酒は　我々の健康を害する恐れがある。

043 hide 動詞 を隠す　隠れる

Ｕ 3 The cat hid itself under the bed.
そのネコはベッドの下に隠れた。

044 honest 形容詞 正直な

Ｕ 3 He is honest in business.
彼は仕事面では正直です。

045 hurt 動詞/名詞 を傷つける　痛む 苦痛  損害  傷口(複数形)

Ｕ 3 He hurt his leg when he fell.
彼は　倒れたときに足を傷つけた。

046 ideal 形容詞/名詞 理想的な　理想

Ｕ 3 This is an ideal day for a garden party.
今日はガーデンパーティーには理想的な日です。

047 illegal 形容詞 法律違反の　非合法的な

Ｕ 3 I refuse to do anything illegal.
私は非合法なことをすることは　何でも断ります。

048 import 動詞 を輸入する

Ｕ 3 Japan imports a lot of food from abroad.
日本は外国から　大量の食糧を輸入している。

049 improve 動詞 を改良する を向上させる　進歩する

Ｕ 3 Our English pronunciation has improved a lot.
私たちの英語の発音は　大いに向上した。

050 injure 動詞 を傷つける　に怪我をさせる

Ｕ 3 He was badly injured in the soccer game.
彼はサッカーの試合中にひどい怪我をした。

051 innocent 形容詞 無罪の　無邪気な

Ｕ 3 From the evidence,we concluded that he was innocent.
その証拠から　我々は彼が無罪であると結論付けた。

052 local 形容詞 その土地の　地元の　各駅停車の

Ｕ 3 Our school is run by the local government.
私たちの学校は地方自治体によって運営されている。

053 marriage 名詞 結婚

Ｕ 3 His marriage with her was happy one.
彼の彼女との結婚は　幸せなものだった。

054 middle 形容詞 中間（の）

Ｕ 3 A truck is standing in the middle of the road.
トラックが道の真ん中に止まっている。



055 obey 動詞 に従う　にしたがって動く

Ｕ 3 Obey the law or you will be punished.
法律に従わなければ　処罰されるでしょう。

056 obvious 形容詞 明らかな　明白な

Ｕ 3 It is obvious that we can't live without water.
我々が　水なしでは生きていけないことは明白です。

057 occupy 動詞 を占める　を占領する

Ｕ 3 The bed occupies half of the space in the room.
ベッドが部屋の半分を占めている。

058 opposite 形容詞/名詞 反対の　逆のこと

Ｕ 3 Mary and I had opposite personalities.
メアリーと私は　反対の性格をしている。

059 order 名詞/動詞 順序　秩序　命令　注文

を命じる　を注文する　(in order to do で)～

Ｕ 3 The chairman ordered that member out.
議長は委員にたいして　退席するように命じた。

060 own 形容詞/動詞 自分自身の　を持っている　を所有する

Ｕ 3 Our president owns a summer house in Karuizawa.
我々の社長は軽井沢に別荘を持っています。

061 participate 動詞 参加する

Ｕ 3 It is significant for a country to participate in the Olympics.
オリンピックに参加することは　国家にとって意義深いことです。

062 personality 名詞 人格　人間性　性格　人柄

Ｕ 3 Mary and I had opposite personalities.
メアリーと私は　反対の性格をしている。

063 positive 形容詞 積極的な　明確な　肯定的な

Ｕ 3 We were able to get the positive support of other classmates.
私たちは他のクラスメイトの積極的な支持を得ることができた。

064 possess 動詞 を所有する

Ｕ 3 Those who possess nothing lose nothing.
何も所有していない者は何も失うことはない。

065 poverty 名詞 貧困

Ｕ 3 Mike was then suffering from great poverty.
マイクはそのとき　たいへんな貧困に苦しんでいた。

066 prisoner 名詞 囚人

Ｕ 3 The prisoners attempted to escape.
囚人たちは　逃亡を企てた。

067 pronounce 動詞 を発音する　宣言する

Ｕ 3 How do you pronounce this word?
あなたはこの単語をどのように発音しますか？

068 pronunciation 名詞 発音　言明

Ｕ 3 Our English pronunciation has improve a lot.



私たちの英語の発音は　大いに向上した。

069 proposition 名詞 提案　計画　発議　主張

Ｕ 3 Your proposition is contrary to ours.
あなたの提案は　私たちのものとは反対です。

070 prove 動詞 多くの場合 to be を伴って(～であると)わかる　　

を証明する

Ｕ 3 The project proved to be a great success.
その計画は　最終的には大成功だった。

071 publish 動詞 を出版する　を公表する

Ｕ 3 This kind of magazine is published every year.
この手の雑誌は　毎年出版されています。

072 punish 動詞 を罰する

Ｕ 3 Obey the law or you will be punished.
法律に従わなければ　処罰されるでしょう。

073 pursue 動詞 を追い求める　を追う　続ける

Ｕ 3 The robber is being pursued by the police.
強盗は　警察によって追跡されています。

074 quick 形容詞 すばやい　速い　敏感な

Ｕ 3 The elevator made a quick stop.
エレベーターは　急に止まった。

075 rapid 形容詞 速い　急速な

Ｕ 3 There has been a rapid decrease in Japan's birthrate.
日本の出生率は　急速に低下している。

076 reach 動詞/名詞 にたどり着く　手をのばす　達する　手の届く範囲

Ｕ 3 How long will it take this letter to reach London?
この手紙がロンドンに届くまでにはどのくらいかかりますか？

077 recall 動詞/名詞 を思い出す　を呼び戻す　を回収する　思い出すこと

Ｕ 3 I cannot recall what was said then.
そのとき　どんなことが話されたのか思い出せません。

078 refuse 動詞 を拒絶する　断る

Ｕ 3 I refuse to do anything illegal.
私は非合法なことをすることは　何でも断ります。

079 reliable 形容詞 頼りになる　頼もしい　確かな

Ｕ 3 Good books are similar to reliable teachers.
良い本は　信頼のおける教師に類似している。

080 remind 動詞 に思い出させる

Ｕ 3 This type of car reminds me of my father's car.
このタイプの車は私の父の車を思い出させてくれる。

081 repair 動詞 を修繕する　修理

Ｕ 3 This television can not be repaired.
このテレビは修理が効かない。

082 replace 動詞 に取って代わる　を(～に)代える



Ｕ 3 Oil has replaced coal as an energy source.
石油がエネルギー資源として石炭に取って代わった。

083 resemble 動詞 に似ている

Ｕ 3 Kaori resembles her mother very closely.
かおりさんは　お母さんにそっくりです。

084 resist 動詞 に抵抗する　をがまんする

Ｕ 3 The crowd resisted the police.
群集は警官に抵抗した。

085 respect 名詞/動詞 点　事項　尊敬　尊重

を尊敬する　を尊重する

Ｕ 3 I always respect my teacher for his efficiency.
私は　先生の有能さにはいつも尊敬する。

086 reveal 動詞 を明らかにする　をあばく

Ｕ 3 She revealed her secret to us.
彼女は　彼女の秘密を私たちに打ち明けた。

087 robber 名詞 強盗

Ｕ 3 The robber is being pursued by the police.
強盗は　警察によって追跡されています。

088 rumor 名詞/動詞 噂話　うわさ話　とうわさする

Ｕ 3 That rumor proved to be false.
そのうわさは　嘘だとわかった。

089 rural 形容詞 田舎の

Ｕ 3 Mike likes rural life rather than urban life.
マイクは　都会の生活よりも　田舎の生活を好む。

090 search 動詞 探す　(場所などを)探す

Ｕ 3 The dog was searching for the bone.
その犬は骨を探していた。

091 seek 動詞 を探す　を求める　(～しよう)と努める

Ｕ 3 We are seeking for a solution to the problem.
我々はその問題に対する解決法を探しています。

092 shut 動詞 閉める

Ｕ 3 She shut the box carefully.
彼女は　その箱（ふた）を注意深く閉めた。

093 significant 形容詞 重要な　意義深い　相当の

Ｕ 3 It is significant for a country to participate in the Olympics.
オリンピックに参加することは　国家にとって意義深いことです。

094 similar 形容詞 似ている　類似している　同様の

Ｕ 3 Good books are similar to reliable teachers.
良い本は　信頼のおける教師に類似している。

095 smart 形容詞 利口な　かしこい　しゃれた　ハイテクの

Ｕ 3 He was smart to go alone.
彼が　一人で行ったことは利口だった。（賢い選択だった)



096 solution 名詞 解決

Ｕ 3 There is no simple solution for this complex problem.
この複雑な問題にたいして　簡単な解決策は見当たらない。

097 solve 動詞 を解く　を解決する

Ｕ 3 It was not easy to solve the problem.
その問題を解決することはたやすいことではない。

098 stupid 形容詞 愚かな　おろかな

Ｕ 3 I thought he had asked a stupid question.
私は　彼がばかげた質問をしてしまったと思った。

099 suffer 動詞 苦しむ　を被る

Ｕ 3 Mike was then suffering from great poverty.
マイクはそのとき　たいへんな貧困に苦しんでいた。

100 tend 動詞 (tend to do で)～する傾向がある

Ｕ 3 Many students tend to skip breakfast.
多くの学生は　朝食を抜きがちです。

101 term 名詞 (専門)用語　　学期　期間

(terms で)関係　(terms で)条件　条項

(in terms of～で)～の点から

Ｕ 3 You should avoid using medical terms in the class.
あなたは授業では医学用語を用いるのは避けるべきです。

102 tough 形容詞 難しい　丈夫な　硬い　堅い

Ｕ 3 We think studying math is tough to learn.
私たちは　数学を学ぶことは困難だと考えている。

103 trace 動詞/名詞 の跡をたどる　の原因を突き止める

跡　ほんわずか

Ｕ 3 Scientists have tried to trace back the origin of the mankind.
科学者たちは人類の起源をたどろうとしてきた。

104 weak 形容詞 （肉体的に　精神的に　能力的に）弱い　苦手である

Ｕ 3 I'm very weak in French.
私はフランス語に弱い。

105 wisdom 名詞 賢さ　知恵

Ｕ 3 He had enough wisdom to refuse the offer.
彼には　その申し出を断るだけの十分な分別があった。

106 wise 形容詞 賢い　利口な

Ｕ 3 You were wise to accept his offer.
あなたが彼の申し出を受け入れたのは賢明だった。

107 worth 形容詞/名詞 価値がある　価値

Ｕ 3 This book is worth reading.
この本は読む価値があります。

108 wound 名詞/動詞 傷　を傷つける　害する（身体的、感情的、名声などを） 

Ｕ 3 Seven soldiers were killed and twenty were wounded.
７人の兵士は死んで、20 人が負傷した。



大学入試英単語　　　　　　　　　　　　　　　　　UNIT 4　　　　　　  レベル A

001 accept 動詞 を受け入れる　を認める

Ｕ 4 I'll be glad to accept your offer.
私は喜んであなたの申し出を受託します。

002 actual 形容詞 現実の　実際の

Ｕ 4 The actual capital of the Netherlands is the Hague.
オランダの事実上の首都はハーグです。

003 aggressive 形容詞 攻撃的な　積極的な

Ｕ 4 You must be more aggressive in order to succeed in business.
ビジネス成功のためには　あなたはもっと積極的でなくてはならない。

004 allow 動詞 を許す　に許可する

Ｕ 4 He allowed me to take a week's vacation.
彼は私に１週間の休暇をとることを許可した。

005 annual 形容詞 毎年の　年１回の　１年間

Ｕ 4 Kyoto's annual rainfall is different from that of Hokkaido.
京都の年間降水量は　北海道の降水量と異なる。

006 appoint 動詞 (時　場所を)指定する　(役職などに)任命する

Ｕ 4 I was appointed manager of this hotel.
私は　このホテルの支配人に任命された。

007 assign 動詞 を割り当てる　を任命する

Ｕ 4 Boss assigned an easy task to me.
上司は私に　簡単な仕事を割り当てた。

008 attitude 名詞 態度　考え方

Ｕ 4 I dislike her unfriendly attitude.
私は　彼女のよそよそしい態度が気に入らない

009 basic 形容詞 基礎の

Ｕ 4 These students have some basic knowledge of programming.
これらの学生は　プログラミングの基礎知識を持っています。

010 behavior 名詞 振る舞い　行動

Ｕ 4 I'm sorry for my behavior of the past three months.
私は　過去３ヶ月間の自身の振る舞いを後悔している。

011 birth 名詞 誕生　出生　出産

生まれ　血統　家柄

Ｕ 4 The baby weighed about 3 kilograms at birth.
赤ん坊は　生まれたときには３キログラムあった。

012 bite 動詞/名詞 かむ　かみつく

噛む事　かむこと　ひとかじりの量

Ｕ 4 Kenji has a habit of biting his nail.
健二は　自分の爪をかむくせがあります。

013 brain 名詞 脳　頭脳



Ｕ 4 That student has a very good brain.
あの学生はたいへん頭がよい。

014 capital 名詞/形容詞 首都　中心地　大文字

資本(金)
大文字の　主要な

Ｕ 4 We need a lot of capital funds to start plan.
計画を開始するには　我々は多くの資本金を必要とする。

015 certain 形容詞 ある　一定の　多少の

確信して

確実な

Ｕ 4 This way of making it isn't fast but certain way.
この作成方法は速くはないが　確実な方法です。

016 character 名詞 性格　特徴  登場人物  文字

Ｕ 4 Each town has a character of its own.
どの町にも　それなりの特質がある。

017 chemical 形容詞/名詞 化学の　化学製品　化学薬品

Ｕ 4 Chemical change takes place when the food was heated.
その食品が熱せられると　化学的な変化が生じている。

018 chief 形容詞/名詞 主要な　最高位の

長　主任　頭

Ｕ 4 We listed some chief rivers of Tokyo.
私たちな　東京の主な河川をいくつか挙げた。

019 comfortable 形容詞 快適な　気楽な

Ｕ 4 This is a very comfortable chair.
これはたいへん　快適な椅子です。

020 compare 動詞 を比較する　をたとえる　匹敵する

Ｕ 4 I compared the copy with the original.
私は　写しと元本を比較してみた。

Some people compare books to friends.
本を友人にたとえる人もいる。

022 concern 動詞/名詞 に関心がある　を心配させる

関心事　心配

Ｕ 4 The matter does not concern me.
そのことは　私には関係がありません。

023 conduct 動詞/名詞 を行う　を指揮する(後ろにアクセント)
行い(頭にアクセント)

Ｕ 4 I conducted him to his seat.
私は　彼を彼の席に案内しました。

024 confidence 名詞 自信　信頼

Ｕ 4 I have confidence that we can find right answers.
私は　我々が正しい答えを見つけられる自信があります。

025 content 名詞/形容詞 中身　内容　含有量

満足

満足して（アクセントが後に）



Ｕ 4 I contented with a small salary at the beginning.
私は　最初は少ない給料で満足した。

026 courage 名詞 勇気

Ｕ 4 I took courage and went there alone.
私は勇気を出して　そこへ一人で行った。

027 daily 形容詞 日々の　１日ごとの

Ｕ 4 Have you finished your daily work?
１日の仕事は　もう終わりましたか？

028 dead 形容詞/副詞 死んだ　死んでいる　活気のない

全く　すっかり

Ｕ 4 The horse came to a dead stop by the river.
馬は　川の近くまで来ると　ピタリと止まってしまった。

The leaves will be dead by next month.
その葉は　来月には枯れるでしょう。

030 death 名詞 死

死亡件数

Ｕ 4 Tom will be in good health from birth to death.
トムは生まれてから死ぬまで健康でいるだろう。

031 delay 動詞/名詞 を延期する　を遅らせる

遅延

Ｕ 4 The pilot delayed the flight until the weather cleared.
パイロットは天候が晴れるまで飛行を遅らせた。

032 direct 形容詞/動詞 直接的な　率直な　まっすぐな

を指揮する　を指導する

(注意など)を向ける    に道を教える

Ｕ 4 Mr. Smith directed our experiment in chemistry.
スミス氏は　私たちの化学の実験を指導してくださいました。

This is a direct flight from Tokyo to New york.
これは　東京からニューヨークまでの直行便です。

034 effort 名詞 努力

Ｕ 4 It was quite an effort to get him to agree.
彼を同意させるのには　たいへん苦労した。

035 emotion 名詞 感情

Ｕ 4 Jack seldom shows his emotions when he drives a car.
ジャックは車を運転するときには　めったに感情をあらわにしない。

036 experience 名詞 経験

Ｕ 4 We have thirty years' experience in this field.
我々はこの分野において 30年の経験があります。

037 failure 名詞 失敗

Ｕ 4 He proceeded with his plan when he knew our failure.
彼は我々の失敗を知っても　彼の計画を続行した。

038 fame 名詞 名声

Ｕ 4 The actor is modest in spite of his fame.
その俳優は名声にもかかわらず謙虚です。



039 familiar 形容詞 通じている　よく知られた　親しい

Ｕ 4 My name is familiar to everybody.
私の名前は　みんなにおなじみです。

040 favor 名詞/動詞 好意　(in favor of～で)～に賛成して

を支持する　賛成する　をえこひいきする

Ｕ 4 I must return his favor.
私は彼の好意に報いなければならない。

041 feature 名詞/動詞 特徴   (features で)顔立ち

を大きく扱う　を呼び物にする

Ｕ 4 The rainy season is a feature of life in Japan.
梅雨は日本の季節の特徴です。

042 fit 動詞/形容詞 に合う　をあわせる　合う

ぴったりの　適した

Ｕ 4 These books are not fit for children.
これらの本は　子供にはふさわしくない。

043 fool 名詞 馬鹿　バカ　ばか

Ｕ 4 He was a fool to do such a thing.
彼は　そんなことをするような愚か者だった。

044 fresh 形容詞 新鮮な　来たばかりの　新しい

Ｕ 4 Most customers like fresh fish very much.
たいていのお客さんは　新鮮な魚が大好きです。

045 friendly 形容詞 (with を後に伴い)(～と)親しい　～の見方である

Ｕ 4 You must be friendly with your neighbors.
あなたは近所の人と仲良くしなくてはいけません。

046 fun 名詞 楽しみ

Ｕ 4 It's great fun playing soccer with my friends.
私の友人とサッカーをするのはとても楽しい。

047 fund 名詞 基金　(経験などの)蓄積

Ｕ 4 We need a lot of capital funds to start plan.
計画を開始するには　我々は多くの資本金を必要とする。

048 future 形容詞/名詞 未来の　(the をつけて)未来

Ｕ 4 What kind of train will be popular among future generations?
未来の世代では　どんな種類の電車が人気が出るのでしょう？

049 hire 動詞 を雇う　を借りる(有料で)

Ｕ 4 ABC company plans to hire more young people this year.
ABCカンパニーは　今年はもっと多くの若い人を雇用する予定です。

050 honor 名詞/動詞 名誉(honors で)教育機関の優等

に名誉を与える

Ｕ 4 Our baseball team fought for the honor of this country.
私たちの野球チームはこの国の名誉のために戦った。

051 human 形容詞 人間の　人間的な

Ｕ 4 That computer has a human feelings.
あのコンピュータは　人間の感情を持っている。



052 hunger 名詞 空腹　飢え

Ｕ 4 Hunger is serious problem in the modern world.
飢餓は　現代の深刻な問題です。

053 hurry 動詞/名詞 あわてて急ぐ　行く　　急がせる　大慌て　大急ぎ　急ぐ用

Ｕ 4 Hurry up. You'll be late for next train.
急ぎなさい。次の電車に遅れますよ。

054 independent 形容詞 独立した　独自の

Ｕ 4 She is now independent of his parents.
彼女は　今　両親から独立している。

055 individual 形容詞/名詞 個々の　個人の　個性的な　個人

Ｕ 4 Everyone should be respected as an individual.
すべての人は　個人として尊重されなくてはならない。

056 informal 形容詞 くだけた　形式ばらない　非公式の

Ｕ 4 P.S is an informal expression.
PS は　くだけた表現です。

057 joy 名詞 喜び　歓喜

Ｕ 4 I danced with joy when I heard of the news.
私は　その知らせを聞いたとき喜びで躍り上がった。

058 likely 形容詞 ありそうな　～しそうな

Ｕ 4 It is likely that he will do well.
彼はうまくやってくれそうです。

059 lonely 形容詞 孤独な　さびしい

Ｕ 4 I am alone, but I don't feel lonely.
私は孤独です。しかし　さびしいと感じはしない。

060 major 形容詞 大きい　主要な

Ｕ 4 The major part of the town was covered with water.
町の大部分は　水をかぶった。

061 memory 名詞 記憶　記憶力　思い出

Ｕ 4 The accident is still fresh in my memory.
その事故は　私の記憶にまだ新しい。

062 military 形容詞 軍の　軍事用の　陸軍の

Ｕ 4 The country has been increasing its military power.
その国は　軍事的な力を増強させている。

063 minor 形容詞 小さいほうの　重要でない　少数の

Ｕ 4 It is matter of minor importance.
それは　大して重要ではない問題です。

064 modern 形容詞 現代の　新しい

Ｕ 4 Hunger is serious problem in the modern world.
飢餓は　現代の深刻な問題です。

065 modest 形容詞 謙虚な　控えめな　適度な

Ｕ 4 The actor is modest in spite of his fame.



その俳優は名声にもかかわらず謙虚です。

066 motive 名詞 動機

Ｕ 4 The suspect's motive remains unknown.
その容疑者の動機は　不明のままである。

067 negative 形容詞/名詞 消極的な　否定的な　　否定

Ｕ 4 Don't give negative answer to your student.
あなたの生徒に否定的な答えをするな。

068 nuclear 形容詞 (原子)核の　核兵器の

Ｕ 4 We must avoid nuclear war at any cost.
我々は　核戦争はなんとしても避けなくてはならない。

069 ordinary 形容詞 普通の　ありふれた

Ｕ 4 It will do for ordinary purposes.
通常の目的であれば　それで足りるでしょう。

070 organize 動詞 を組織する　を計画する

Ｕ 4 He has organized the workers into a labor union.
彼は　労働者を組織して労働組合を作った。

071 parcel 動詞/名詞 包み　小包　小包にする

Ｕ 4 You have to tie this parcel with these strings.
あなたは　この小包をこれらのひもで結ばなくてはなりません。

072 passion 名詞 熱中　情熱

Ｕ 4 My passion for Smith hasn't cooled.
私の　スミスさんに対する情熱は冷めてはいない。

073 past 名詞/形容詞 過去（の）　～を過ぎて

Ｕ 4 I'm sorry for my behavior of the past three months.
私は　過去３ヶ月間の自身の振る舞いを後悔している。

074 permit 動詞 を許可する

Ｕ 4 We were permitted to watch TV one hour a day.
私たちは　１日に１時間　テレビを見ることを許可されていた。

075 possible 形容詞 可能な　実行できる　起こりうる

Ｕ 4 Is it possible for him to get there in time?
彼がそこに時間どうりに到着することができるでしょうか。

076 potential 形容詞 潜在的な　可能性のある

Ｕ 4 Those children are our potential customers.
あれらの子供たちは　我々の潜在的な顧客です。

077 present 名詞/形容詞/動詞 現在　今

贈り物

現在の

出席して

を提出する　示す　上演する

贈り物をする

Ｕ 4 The students presented books to their teacher in the hospital.
生徒たちは　入院している先生に本を贈った。

He brought back a present for each of us.



彼は　私たちおのおのに　おみやげを持ち帰った。

Only a few people were present at the meeting.
ほんのわずかの人だけが　会合に出席していた。

080 proceed 動詞 進む　続ける

Ｕ 4 He proceeded with his plan when he knew our failure.
彼は我々の失敗を知っても　彼の計画を続行した。

081 proper 形容詞 適切な　礼儀正しい

Ｕ 4 I can't find proper words to express my thanks.
私は感謝の気持ちを表すのに適切な言葉が見当たりません。

082 purpose 名詞 目的

Ｕ 4 It will do for ordinary purposes.
通常の目的であれば　それで足りるでしょう。

083 quiet 形容詞/名詞 静かな　静けさ

Ｕ 4 Everybody must keep quiet when teacher starts to speak.
先生が話し始めたら　みんな静かにしなくてはならない。

084 quite 副詞 全く　まったく

Ｕ 4 I'm quite ready to go if you are.
君が行くなら　私は　すっかり行く用意ができているよ。

085 recent 形容詞 最近の

Ｕ 4 Short skirts have been in fashion in recent years.
ショートスカートは　最近の流行です。

086 relate 動詞 を関係させる　を話す　関係がある

Ｕ 4 Teacher related the increase in crime to economic conditions.
先生は　増加する犯罪を経済状況と関連付けた。

087 responsible 形容詞 責任がある　信頼できる

Ｕ 4 Who is responsible for breaking mirror?
鏡を割ったのはだれですか？

088 round 形容詞/名詞/動詞 丸い　

回転　巡回　

回る

Ｕ 4 My sister bought a sweater with round neck.
私の姉は　丸首のセーターを買いました。

089 several 形容詞 数個の　数人の　

(代名詞として)数個　数人

Ｕ 4 There were several years after the war.
戦争が終わってから数年が経った。

090 shame 名詞 恥　恥ずべきこと(人)残念なこと

Ｕ 4 I feel no shame for my action.
私は　私の行為になんら恥ずべき点はないと感じている。

091 silent 形容詞 静かな　無言の　物音のしない

沈黙の　おとさたのない

Ｕ 4 I have been silent for a long time.
長い間　ごぶさたしました。



092 skill 名詞 技能　熟練　腕前

Ｕ 4 We learn the skill of flying a plane.
私たちは　飛行機の操縦技術を学ぶ。

093 smooth 形容詞 なめらかな　円滑な

をなめらかにする

Ｕ 4 This paper felt smooth and soft.
この紙は　手触りがなめらかで柔らかかった。

094 specific 形容詞 特定の　明確な

Ｕ 4 What are your specific aims in applying to this school?
具体的にどういう目的で　この学校に応募しているのですか？

095 stick 動詞/名詞 固執　くっつく

を動けなくする　立ち往生する

を突き刺す　を突っ込む

棒切れ　つえ

Ｕ 4 Whatever may happen,we must stick our plan.
何が起ころうと我々は　計画に忠実でなくてはならない。

096 straight 形容詞/副詞 まっすぐな　直立した　正直な

まっすぐに　直立して

Ｕ 4 Your tie isn't straight.
あなたのネクタイ曲がっていますよ。

097 strange 形容詞 奇妙な　見知らぬ　不案内な

Ｕ 4 It's strange that you should do such thing.
あなたがそんな事をするとは変です。

098 string 名詞 ひも　糸　弦　ひと続き

Ｕ 4 You have to tie this parcel with these strings.
あなたは　この小包をこれらのひもで結ばなくてはなりません。

099 sorrow 名詞 ～に対する悲しみ　(over～)

Ｕ 4 Lucy is recovering from the deep sorrow of her failure.
ルーシーは　失敗したことの深い悲しみから立ち直りつつある。

100 stiff 形容詞 硬い　こわばった

Ｕ 4 He said that he had a stiff neck these days.
彼は最近肩がこっていると言っていた。

101 suspect 動詞/名詞 を疑う　～ではないかと思う

容疑者

Ｕ 4 The suspect's motive remains unknown.
その容疑者の動機は　不明のままである。

102 terrible 形容詞 ひどく　恐ろしい

Ｕ 4 I saw a terrible accident on my way home.
私は家へ帰る途中で　ひどい事故を見た。

103 tie 動詞/名詞 結ぶ　ネクタイ

Ｕ 4 You have to tie your dog to the tree while he goes in the store.
あなたは店に入っている間は　犬を木に結び付けておかなくてはいけません。

104 tight 形容詞/副詞 きつい　ぴんと張った　ピンと張った

きつく



Ｕ 4 This skirt is a little too tight for me.
このスカートは　私にとっては窮屈すぎる。

105 total 形容詞/名詞 総計の　全体の　完全な

合計

Ｕ 4 The total amount of money was 1000 yen.
そのお金の合計は　1000円だった。

106 urban 形容詞 都市の

Ｕ 4 John likes urban life better than country life.
ジョンは田舎生活より都会生活の方が好きです。

107 various 形容詞 さまざまな

Ｕ 4 A rainbow has various colors.
虹には　いろいろな色がある。

108 whole 形容詞/名詞 全体の　全部の

(よく the をつけて)全体

Ｕ 4 Scientist must research the whole truth about this accident.
科学者はこの事故の真実すべてを調査しなくてはならない。

109 youth 名詞 若さ　青春時代

Ｕ 4 That man is the friend of my youth.
あの男の人は　私の青春時代の友人です。

大学入試英単語　　　　　　　　　　　　　　　　　UNIT 5　　　　　　  レベル B

001 abandon 動詞 を捨てる　を断念する

Ｕ 5 You must not abandon all your hope whatever happens.
あなたはどんなことがあっても　すべての望みを捨ててはいけません。

002 abolish 動詞 廃止する

Ｕ 5 We will abolish the death penalty in our country.
私たちの国では　死刑制度は廃止されるでしょう。

003 abrupt 形容詞 突然の

Ｕ 5 We should consider abrupt drop in temperature.
私たちは　急激な温度の低下を頭に入れておくべきです。

004 abuse 名詞/動詞 乱用　誤用　虐待

乱用する　酷使する　虐待する　口汚くする

Ｕ 5 These parents tend to abuse their child frequently.
これらの両親は　頻繁に子供を虐待する傾向がある。

She was arrested for drug abuse last month.
彼女は先月　麻薬（薬物）の乱用で逮捕された。

006 accuse 動詞 を告発する　を非難する

Ｕ 5 The suspect was accused of robbery again.
その容疑者は　強盗の罪で再び告発された。

007 arrest 動詞 を逮捕する

Ｕ 5 The police arrested the woman for murder.
警察はその女を　殺人で逮捕した。



008 baggage 名詞 手荷物

Ｕ 5 The traveler have checked his baggage at Narita Airport.
旅行者は　成田空港で 手荷物を預けた。

009 bald 形容詞 はげた

Ｕ 5 That man is my father standing in front of door with his head bald.
ドアの前に立っていて、頭のはげているのは、私の父です。

010 barrier 名詞 防壁　障害

Ｕ 5 We all have to overcome language barrier in three years.
私たちは３年以内に言葉の障壁を乗り越えなくてはならない。

011 bankrupt 形容詞 破産した

Ｕ 5 Your company may go bankrupt because of this accident.
あなたの会社は　この事故のために倒産するかもしれません。

012 bare 形容詞 裸の　ありのままの

Ｕ 5 Don't touch this painting with your bare hands.
この絵画には　素手で触らないでください。

013 barren 形容詞 不毛の　作物のできない

Ｕ 5 We have a lot of  barren land.
われわれには　多くの　作物のできない土地があります。

014 beg 動詞 (金などを)請う　を請う　を懇願する

Ｕ 5 Jack begged us to lend him a large sum of money.
ジャックは　我々に　多額のお金を貸すようにせがんだ。

015 bend 動詞/名詞 を曲げる　曲がる　体を曲げる

おじぎ　(道などの)カーブ

Ｕ 5 My father often bend his back in the kitchen.
私の父は　よく　台所で背中を曲げます。

016 breed 動詞/名詞 を飼育する　育てる　を引き起こす

品種

Ｕ 5 My dog is bred to be modest anywhere.
私の犬は　どこでもおとなしい様に育てられています。

Rabbits breed several times a year.
ウサギは年に数回子供を産みます。

018 bury 動詞 を埋める　埋葬する

Ｕ 5 Our classmate buried a time capsule at the corner of this ground.
私たちのクラスメイトが　この運動場の隅に　タイムカプセルを埋めました。

019 calculate 動詞 を計算する　を予測する　計算する

Ｕ 5 His job is to calculate the cost of this plan.
彼の仕事は　この計画の費用を計算することです。

020 calm 形容詞/動詞 落ち着いた　静かな  落ち着かせる

Ｕ 5 We should tried to read the sad news in a calm voice.
私たちは　悲しいニュースは　落ち着いた声で読むべきです。

021 cancel 動詞 を取り消す　を中止する

Ｕ 5 My husband canceled our hotel reservation without notice.
私の夫は　無断でホテルの予約を取り消しました。



022 candidate 名詞 候補者　志願者

Ｕ 5 This man is a candidate for governor of Tokyo.
この男の人は、東京都知事の候補者です。

023 condition 名詞/動詞 状態　状況　条件　を条件づける　慣らす　調節する

Ｕ 5 The weather condition is getting better and better.
天候条件は　次第によくなっています。

024 confess 動詞 を認める　を告白する

Ｕ 5 Jimmy confessed that he had broken my radio yesterday.
ジミーは　昨日私のラジオを壊したてしまったことを告白した。

025 confirm 動詞 を確かめる　を(事実だと)証明する

Ｕ 5 More research was needed to confirm these data.
これらのデータを確かめるには、さらなる調査研究が必要です。

We confirmed the reservations at the hotel by telephone.
私たちは　電話でホテルの予約を確認した。

027 conflict 名詞 (利害などでの)衝突　争い

Ｕ 5 The government tried to resolve a conflict between the generations.
政府は世代間の争いを解決しようと試みた。

028 conscious 形容詞 ～に気づいて　意識のある

Ｕ 5 The people became conscious of his illness.
人々は　彼の病に気づくようになった。

029 facility 名詞 設備　便宜　才能

Ｕ 5 Mayor worried about lack of medical facilities in this city.
市長はこの町の　医療設備の不足を心配していた。

030 faculty 名詞 能力　機能　(大学の)学部　学部教員

Ｕ 5 Women are said to have a greater faculty for language than men.
女性は　男性よりも　言語の能力が優れているといわれている。

031 faint 形容詞/動詞 かすかな　はっきりしない　気絶する

Ｕ 5 We saw many faint glow of fireflies at the river.
私たちは　川でかすかなほたるの光をたくさん見ました。

032 faith 名詞 信頼　信仰

Ｕ 5 We have faith in his leadership.
私たちは　彼の指導力に信頼を置いている。

033 fascinate 動詞 を魅了する　をひきつける

Ｕ 5 All audience in this hall were fascinated by her beauty.
ホールの聴衆はみな　彼女の美しさに魅了された。

034 fluid 名詞/形容詞 流動体　液体　気体　流動する　流動的な

Ｕ 5 We all think that fluid has no definite shape.
我々は　流体には決まった形がないと考えます。

035 fortune 名詞 財産  運　幸運

Ｕ 5 She married the man for his fortune.
彼女は財産目当てで　その男と結婚した。

I had a good fortune to obtain his help.
私は幸運にも　彼の助けを得ることができた。



037 forecast 名詞/動詞 予報　予測（する)

Ｕ 5 You should listen to the weather forecast on TV.
あなたは　テレビの天気予報を聞くべきです。

038 garbage 名詞 ごみ　生ごみ

Ｕ 5 Mike often dispose of his garbage in his own room.
マイクは　しばしば　自分の部屋のごみ片づけをします。

039 generate 動詞 を生み出す　を発生させる

Ｕ 5 The car runs so fast that the wheels generate heat by friction.
車がたいへん速く走ったので、車輪が摩擦で熱を発生させます。

040 genius 名詞 天才

Ｕ 5 Tom  known as a musical genius won the first prize of this contest.
音楽の天才と知られているトムが、このコンテストで優勝した。

041 glance 名詞/動詞 チラッと見ること　をちらっと見る

Ｕ 5 He glanced at his watch many times while he watch the movie with me.
彼は　私と映画を見ている間じゅう　何度も時計をチラッと見ていた。

042 gloomy 形容詞 薄暗い　憂うつな　悲観的な

Ｕ 5 Most university student felt gloomy about the future of Japan.
たいていの大学生は　日本の将来のことを思う憂鬱になった。

043 govern 動詞 を統治する　を管理する　を規制する

Ｕ 5 The university my son goes to is governed by the state.
私の息子が通っている大学は　州によって運営されている。

044 greet 動詞 に挨拶する　にあいさつする　を迎える

Ｕ 5 The mayor we saw in this morning greeted us in a friendly way.
けさ　お会いした市長は　私たちに気さくに挨拶してくれた。

045 grief 名詞 深い悲しみ

Ｕ 5 Grief covered this nation when the President of this country died of cancer.
この国の大統領ががんで亡くなったとき、悲しみがこの国をおおった。

046 guilty 形容詞 有罪の　罪の意識のある

Ｕ 5 The court found Jack guilty of theft.
裁判所はジャックを　窃盗で有罪とした。

047 handle 動詞/名詞 を扱う　を処理する　に手を触れる

取っ手

Ｕ 5 The doctor in this hospital often handle an emergency.
この病院の医師は　しばしば緊急事態を処理する。

048 hardly 副詞 ほとんど～ない

Ｕ 5 I can hardly hear what you say in this room.
この部屋では　あなたの言うことをほとんど聞き取れません。

049 harsh 形容詞 厳しい　不快な　耳ざわりな

Ｕ 5 These plants and animals in the valley can survive harsh winter.
谷にいる　これらの動植物たちは　厳しい冬を耐え抜くことができます。

050 haste 名詞 急ぐこと

Ｕ 5 After I arrived at the station I fell down the stairs in my haste.



私は　駅に到着した後　急いでいて階段を転げ落ちてしまった。

051 hesitate 動詞 ためらう

Ｕ 5 Don't hesitate to call us if you need our advice.
われわれの提案が聞きたいのなら、遠慮せずに電話してきてください。

052 identify 動詞/名詞 (身元など)を確認する　を同一視する

身元　独自性

Ｕ 5 The police identified the cause of the accident.
警察は　その事故の原因を突き止めた。

Scientist can identify the blood type on the cloth with ease.
科学者は　衣服に付着した血液型を簡単に特定できます。

054 ignore 動詞 を無視する

Ｕ 5 Prime minister could not ignore public opinion.
総理大臣は　世論を無視することはできなかった。

055 investigate 動詞 を調査する　を操作する

Ｕ 5 He told us to investigate the most popular music in Japan.
彼は　私たちに　日本で最も人気のある音楽を調査するようにいった。

056 inspire 動詞 を奮い立たせる　を喚起する

Ｕ 5 That man can inspire hope in whole nation.
あの男なら　全国民に希望を呼び起こすことができます。

057 invent 動詞 を発明する

Ｕ 5 This is a low-pollution car invented by our company.
これは　わが社の発明した低公害車です。

058 interfere 動詞 干渉する　妨げる

Ｕ 5 That noisy music may interfere with his work.
その騒がしい音楽は　彼の仕事を妨げるかもしれない。

059 jealous 形容詞 ねたむ　しっと深い

Ｕ 5 Everybody in her class was jealous of her happiness.
彼女のクラスのすべての人は　彼女の幸せをねたんでいた。

060 jury 名詞 陪審　陪審員団

Ｕ 5 It took two years for jury to reach their decision.
陪審員が結論に至るまでには　２年かかった。

061 justify 動詞 を正当化する　　弁明する

Ｕ 5 You should not justify your failure again.
あなたは　失敗を再び　正当化するべきではない。

062 keen 形容詞 鋭い　激しい　熱心な

Ｕ 5 My father have a keen desire for fame.
私の父は　名声に対する激しい欲望をもっています。

063 knowledge 名詞 知識

Ｕ 5 The doctor have a good knowledge of physics as well as medicine.
その医者は　医学と同様に　物理の知識が豊富にあります。

064 locate 動詞 に位置を突き止める　を設置する

Ｕ 5 Music hall in our city is located near the Sumida river.



私たちの町の音楽ホールは　隅田川の近くに位置しています。

065 lean 動詞/形容詞 傾く　寄りかかる

やせた

Ｕ 5 She was leaning on his shoulder.
彼女は彼の方に寄りかかっていました。

066 launch 動詞/名詞 を発射する　を始める

着手　(ロケットなどの)発射

Ｕ 5 I want to go China and launch new business in there.
私は中国に行きたい　そして　新事業をそこで始めたい。

067 layer 名詞 層

Ｕ 5 The ozone layer must be protected from destroying it any more.
オゾン層は　これ以上こわされないように守られなくてはならない。

068 linguistic 名詞/形容詞 言語(学)の

Ｕ 5 I didn't know how to overcome linguistic barrier in our childhood.
私は我々が子供のころには　どのようにして言語的な障害を乗り越えてきたかがわからない。

069 leap 動詞/名詞 跳ぶ　はねる

跳躍　躍進

Ｕ 5 My brother leaped to his feet when he caught big fish in the river.
私の兄が　川で大きな魚を捕まえたときには　彼はとても喜んで飛び上がった

070 manufacture 名詞/動詞 製造 製造する

Ｕ 5 We manufactured frozen food in this factory last year.
昨年は私たちは　この工場で冷凍食品を製造していました。

071 modify 動詞 を修正する

Ｕ 5 We have modified the original plan slightly.
私たちは　当初の計画を　少し修正した。

072 neglect 動詞/名詞 を怠る　を無視する　を軽視する

怠慢　無視

Ｕ 5 The public officer neglected his duties yesterday.
その役人は　昨日　彼の務めを怠った。

073 nod 動詞/名詞 うなずく　会釈する

うなずき　会釈

Ｕ 5 She nodded to show her agreement on that issue.
彼女は　うなづいてその問題について同意した。

The politician nodded to the audience in this hall.
そのい政治家は　このホールの聴衆に会釈した。

075 note 動詞 に注意する　に注目する　を書き留める

Ｕ 5 Mother noted that my feet were not clean.
母は　私の足が汚れていることに目を留めた。

076 notion 名詞 考え　概念　意図

Ｕ 5 Jack supported the notion of sexual equality.
ジャックは　男女平等の考えを支持していました。

077 opponent 名詞 (試合などの)相手　敵　反対者

Ｕ 5 The candidate for mayor beat the opponent in the debate.



市長の候補者は　対立候補を討論で負かした。

078 orbit 名詞/動詞 軌道

の軌道を描いて回る

Ｕ 5 Can you imagine the earth's orbit round the sun?
あなたは　太陽の周りを回る　地球の軌道を想像できますか？

079 organic 形容詞 有機体の　生物の　(食品などが)有機の

Ｕ 5 Let's talk about organic farming methods tonight.
今夜は有機農法について　話をしましょう。

080 outcome 名詞 結果

Ｕ 5 We have not known the outcome of the general election yet.
私たちはまだ　総選挙の結果を知らない。

081 optical 形容詞 視覚の　工学の

Ｕ 5 This optical instruments helps us to see objects more clearly.
この光学機器は　物をよりはっきりと見えるようにしてくれる。

082 output 名詞/動詞 生産高　生産　出力　アウトプット

出力する

Ｕ 5 The daily output of cameras has increased by 3%.
毎日のカメラの生産高は　３パーセント増加した。

083 prevent 動詞 　を防止する

Ｕ 5 Bad weather prevented me from going to school.
天候がよくなかったので　私は学校に行くことができなかった。

084 prohibit 動詞 を禁止する　を妨げる

Ｕ 5 Smoking in this store is strictly prohibited.
店内での喫煙は　硬く禁じられています。

085 protest 動詞/名詞 抗議する　を主張する

抗議

Ｕ 5 The students protested about the new timetable.
生徒たちは　新しい時間割に抗議した。

086 predict 動詞 を予測する　を予言する

Ｕ 5 The old woman predicted that big earthquake would happen near future.
老女は　大地震が近い将来起こるだろうと予言した。

087 persuade 動詞 を説得する　を納得させる

Ｕ 5 Mr. Smith tried to persuade her not to leave her job.
スミス氏は彼女に　辞職しないように説得した。

088 phenomenon 名詞 現象

Ｕ 5 The change of color in this forest is a universal phenomenon.
この森の色の変化は普遍的な現象です。

089 philosophy 名詞 哲学

Ｕ 5 Mike went to Cambridge university to study philosophy.
マイクは哲学を勉強するためにケンブリッジ大学へ行った。

090 phrase 名詞 言い回し　句　言葉　フレーズ

Ｕ 5 What does the underlined phrase means?
下線部の句があらわしている意味はなんですか？



091 poison 名詞/動詞 毒　毒薬

に毒を盛る

Ｕ 5 This water contains much poisons like DDT.
この水は　DDT のような毒を多く含んでいる。

092 policy 名詞 政策　方針

Ｕ 5 He didn't support the policy of  this party.
彼は　この政党の政策を支持してはいなかった。

093 preference 名詞 好むこと　好み　好きなこと　好きなもの

Ｕ 5 My preference is for dogs rather than cats.
私の好みは　ねこよりも　犬です。

094 principal 形容詞/名詞 主な  校長

Ｕ 5 Lack of eagerness in not principal reason.
熱心さの欠如が主な原因ではありません。

095 regret 動詞/名詞 を後悔する　を残念に思う

後悔

Ｕ 5 We regret that we can't finish the work before noon.
私たちは　正午までにその仕事を終えられなくて後悔している。

096 reject 動詞 を拒絶する

Ｕ 5 Lucy rejected our proposal to deal with our company.
ルーシーは　我々の会社と取引をするという申し出を断った。

097 routine 名詞/形容詞 決まりきった仕事　日課

決まりきった　いつもの

Ｕ 5 They complained about daily routine in the summer camp.
彼らは　サマーキャンプでの日課について　不平不満を言っていた。

098 selfish 形容詞 利己的な　わがままな　自分勝手な

Ｕ 5 A selfish person is often compared to a cat.
わがままな人は　よく　ネコにたとえられます

099 specialize 動詞 専門にする　専攻する

Ｕ 5 George specialize in computer technology at foreign college.
ジョージは海外の大学でコンピュータ工学を専攻しています。

100 scare 動詞/名詞 を脅えさせる　を怖がらせる

不安　恐怖

Ｕ 5 My brother scared me with a ghost story.
私の兄は　怪談で　私を怖がらせた。

101 surface 名詞/形容詞 表面　　表面の

Ｕ 5 Water covers two thirds of the surface of the earth.
水は地球の表面の３分の２をおおっている。

102 surgery 名詞 外科 (手術)

Ｕ 5 My father had surgery yesterday, and he went better more and more.
私の父は昨日　手術をうけた。そして　ますますよくなっていた。

103 surgeon 名詞 外科医

Ｕ 5 The surgeon performed normal operation on him.
外科医は　彼に対して　通常の手術をした。



104 tongue 名詞 舌　言語　国語

Ｕ 5 To tell the truth my mother tongue isn't English.
実を言うと　私の母国語は英語ではないのです。

105 valid 形容詞 有効な　正当な

Ｕ 5 I think his argument is valid.
私は彼の主張は　根拠があると思う。

I'm afraid that this software won't be valid next week.
恐縮ですが、このソフトウェアは来週には有効期限が切れるでしょう。

107 vacant 形容詞 空いている　空きの　空席の　空の

Ｕ 5 John is looking for vacant seat at the theater.
ジョンは　劇場で開いている席を探しています。

108 room 名詞 部屋　余地　空間

Ｕ 5 There is certainly room for improvement.
明らかに　改善の余地がある。

109 book 動詞/名詞 本　予約する

Ｕ 5 I'm sorry, but we are fully booked tonight.
すみません。今夜はすべて予約で埋まっています。

110 will 名詞 意思

Ｕ 5 She has lost her will to win the game.
彼女は　試合に勝とうという意思を失った。

111 stand 動詞 立っている　立ち止まる　我慢する　こらえる　立場　抵抗

Ｕ 5 My mother couldn't stand this cold in this area.
わたしの母は　この地区の寒さには耐えられなかった。

大学入試英単語　　　　　　　　　　　　　　　　　UNIT 6  　　　　　　　  レベル B

001 absorb 動詞 を吸収する　を理解する　be absorbed in ～　～に没頭する

Ｕ 6 High quality towel absorbs water well.
高級タオルは　水をよく吸います。

The children was absorbed in their game.
子供たちは　試合に夢中になっています。

003 absolutely 副詞 絶対に　まったく

Ｕ 6 It's absolutely impossible for him to do so.
彼が　そのようにすることはまったく不可能です。

004 absolute 形容詞 絶対的な　完全な

Ｕ 6 The man was elected mayor by an absolute majority.
その男は　圧倒的多数で市長に選ばれた。

005 accessible 形容詞 （人　場所などが）

近づきやすい　行きやすい　手に入れやすい

Ｕ 6 This airport is easily accessible by train.
この空港は 電車で楽にいくことができます。

006 alter 動詞 を変える　変わる



Ｕ 6 Industrial nations have already altered the global climate.
工業先進国はすでに　地球の気候を変えてしまった。

007 barely 副詞 かろうじて　何とか

Ｕ 6 We got barely enough water to survive in this forest.
私たちは　かろうじて　この森で生き延びるのには十分な水を得た。

008 bean 名詞 豆

Ｕ 6 We think that this coffee beans come from Colombia.
私たちは　このコーヒー豆はコロンビア産だと考えています。

009 border 名詞/形容詞/動詞 国境　境界　へり

に境界を接する　に隣接する

Ｕ 6 If you want to see the sea, you have to cross the border between Luxembourg and France.
もしあなたが　海を見たいのなら、ルクセンブルグとフランスの国境を越えなくてはなりません。

010 breathe 動詞 息をする　を呼吸する

Ｕ 6 The doctor told the patient to breathe in and out regularly.
医者は患者に　規則的に息を吸ったり吐いたりするように告げた。

011 breath 名詞 息　呼吸  ひと息　

Ｕ 6 My brother came home out of breath with joy.
弟は　喜びで息を切らせて家に帰ってきた。

012 budget 名詞 予算

Ｕ 6 Education budget is too large for the government.
この政府にとっては　教育予算が大きすぎます。

013 burst 動詞 破裂する　突然～になる　破裂　突発

Ｕ 6 She burst into tears at the news.
彼女は　そのニュースを聞いて泣き出した。

014 campaign 名詞 社会的運動　政治的運動　キャンペーン

Ｕ 6 This is a campaign to promote doing sports on Sunday.
これは　日曜日にはスポーツをしようという運動です。

015 category 名詞 分析　種類　種別　範疇(はんちゅう)

Ｕ 6 These books can be classified into new category.
これらの本は　新しい範ちゅうに分類できます。

016 dinosaur 名詞 恐竜

Ｕ 6 Jurassic Park is a movie about dinosaurs.
ジュラシックパークは　恐竜についての映画です。

017 declare 動詞 を宣言する　を断言する

Ｕ 6 The government will declare a state of emergency this afternoon.
政府は午後にも　非常事態を宣言するでしょう。

018 decline 動詞 衰える　を辞退する 減少する

Ｕ 6 The population of these animals is declining.
これらの動物の数は減ってきています。

Wounded soldier's health will decline day by day.
負傷した兵士の健康は　日に日に衰えていくでしょう。

You should decline the invitation of such a man.
あなたは　あんな人の誘いを辞退するべきです。



021 ecology 名詞 生態学　エコロジー　環境保護

Ｕ 6 Most customers is interested in protection of the ecology.
たいていの消費者は　生態系の保護に関心をもっている。

022 emit 動詞 (光や熱などを)発する

Ｕ 6 Old computer tend to emit heat and noise.
古いコンピュータは　熱や騒音を放出しやすい。

023 emission 名詞 放出（物）　排出（量）

Ｕ 6 The factory should reduce their carbon dioxide emissions.
その工場は　二酸化炭素の排出量を減らすべきです。

024 execute 動詞 を実行する　を処刑する

Ｕ 6 This is a man that was executed for murder.
これは殺人の罪で　処刑された男です。

025 executive 名詞/形容詞 重役　経営陣　行政官

管理の　行政上の

Ｕ 6 His son will be an executive at our company next month.
来月には彼の息子が　われわれの会社の重役になるでしょう。

026 exhaust 動詞 を疲れ果てさせる　を使い果たす

Ｕ 6 After running from his home,Tom was too exhausted to talk.
自宅から走ってきた後　トムは　疲れていて話すことができなかった。

027 factor 名詞 要素　要因

Ｕ 6 The most important factor in this kind of movie is speed.
この種類の映画で最も大切な要素は　スピードです。 

028 fatal 形容詞 致命的な

Ｕ 6 My brother died from fatal disease last year.
私の兄は　不治の病で昨年なくなった。

029 fate 名詞 運命

Ｕ 6 This accident may affect fate of this nation.
この事件はこの国の運命に影響を与えるかもしれません。

030 generous 形容詞 気前のよい　寛大な

Ｕ 6 He was generous in dealing with the defeated enemy.
彼は　敗れた敵に対するときには　寛大であった。

031 gender 名詞 性

Ｕ 6 There was no gender difference in working of this company.
この会社での労働においては　男女差はありませんでした。

032 germ 名詞 ばい菌　細菌

Ｕ 6 Some students may spread germs in the class.
教室で何人かの生徒が　ばい菌を撒き散らすかもしれません。

033 governor 名詞 州知事　知事

Ｕ 6 My grandfather was the Governor of New York State.
私の祖父は　ニュヨーク州知事であった。

034 grab 動詞 をつかむ　をつかみ取る



Ｕ 6 The thief grabbed the purse and ran away.
どろぼうは　財布をひっつかんで　逃げ出した。

035 grocery 名詞 食料雑貨店　食料雑貨類　食料店

Ｕ 6 We used to buy our food and drinks in small grocery store near here.
私たちは　自分たちの食料や飲料を　ここの近くの小さな食料品店で買っていた。

036 guarantee 動詞/名詞 を保証する　保証

Ｕ 6 There is no guarantee that you will win the next game.
あなたが　次の試合で勝つ保証はまったくありません。

037 harvest 名詞 収穫　成果　を収穫する

Ｕ 6 The harvest of potatoes was good this year thanks to the nice weather.
今年は　よい天候のおかげで　じゃがいもの収穫はよかった。

038 hesitation 名詞 ちゅうちょ　遠慮

Ｕ 6 He showed no hesitation in accepting our offer.
彼は　我々の申し出を　ちゅうちょなく受諾してくれた。

039 imply 動詞 をほのめかす　を暗に意味する

Ｕ 6 He said nothing to me, but his smile implied his satisfaction.
彼は私に何も言わなかったが、彼の笑みは　満足を示していた。

040 infect 動詞 に伝染する　に影響する

Ｕ 6 Many citizens in this city were infected with cholera in 1921.
1921年に　この町の多くの市民がコレラに感染した。

041 infection 名詞 伝染　感染　感染症

Ｕ 6 There are many risks of infection in this classroom.
この教室には　感染の危険が多くある。

042 inferior 形容詞 劣った

Ｕ 6 We think that the human sense of smell is inferior to that of a dog.
我々は　人間の嗅覚は　犬のそれよりも劣っていると考えている。

043 interrupt 動詞 のじゃまをする　を中断する

Ｕ 6 The plan was interrupted by their activity.
その計画は　彼らの行為によって邪魔をされた。

044 invade 動詞 を侵略する　を侵害する

Ｕ 6 Our nation should not invade enemy country.
我々の国は　敵国を侵略するべきではない。

045 justice 名詞 公正　正義　裁判　司法

Ｕ 6 People's sense of justice has changed these days.
人々の正義の感覚は　最近変わってきた。

046 labor 名詞 労働　(骨の折れる)仕事

Ｕ 6 My sister doesn't like to do physical labor.
私の姉は　体を使う仕事は好きではありません。

047 landscape 名詞 景色　風景

Ｕ 6 The tourist may damage the natural landscape in Nara.
観光客が　奈良の自然の景観を損なうかもしれません。

048 liquid 名詞/形容詞 液体



液体の　液状の

Ｕ 6 The scientist could turn from the liquid to solid and turned gas into a liquid easily.
科学者はその液体を固体に変えることができ、気体を液体に容易に変えた。

049 load 動詞/名詞 に積む　に詰め込む

積荷　負担

Ｕ 6 My work is to load a truck with a vegetables and fruits.
私の仕事は　トラックに野菜や果物を積み込むことです。

050 maintain 動詞 を維持する　を養う  を主張する

Ｕ 6 Why do they maintain old traditional customs?
なぜ彼らは　古い伝統的な慣習を続けるのですか？

051 mankind 名詞 人類　人間

Ｕ 6 We think that a nuclear war is an enemy of mankind.
私たちは　核戦争を人類の敵だと考えます。

052 marine 形容詞/名詞 海の　海兵隊員

Ｕ 6 We always eat marine plant that was grown by the company.
私たちはその企業によって育てられた　海の植物をいつも食べている。

053 marvel 動詞/名詞 驚嘆する　不思議に思う　驚く　驚嘆　不可思議　驚異

Ｕ 6 I marvel that he is so energetic at his age.
私は彼がこの年でどうして精力的なのかと驚いている。

054 marvelous 形容詞 すばらしい　驚くべき

Ｕ 6 This is marvelous opportunity to learn high-technology in Japan.
これは　日本のハイテクを学ぶ絶好の機会です。

055 moderate 形容詞/動詞 適度の　穏やかな　を和らげる

Ｕ 6 Okayama prefecture is a region with a moderate climate.
岡山県は　温暖な気候の地域です。

056 modesty 名詞 謙虚さ　　控えめ　謙遜

Ｕ 6 I dislike him because he lacks modesty.
彼は謙虚さを欠いているから彼が嫌いです。

057 navy 名詞 (the をつけて)　海軍

Ｕ 6 I decided to serve four years in the navy.
私は　４年間海軍で働くことを決意した。

058 nourish 動詞 を養う　を育てる

Ｕ 6 She nourished her baby on breast milk.
彼女は　赤ん坊を母乳で育てた。

059 nervous 形容詞 神経質な　不安定な　緊張して

Ｕ 6 The patient was nervous about his tomorrow's operation.
患者は　明日の手術に対して神経質になっていた。

060 noble 形容詞 気高い　貴族の

Ｕ 6 Princess Ann has a noble mind.
アン王女は　気高い心の持ち主です。

061 neat 形容詞 きちんとした　適切な　巧みな

Ｕ 6 My brother always keeps his room neat and tidy.



私の兄は　いつも自分の部屋を　きちんと整頓している。

062 nutrition 名詞 栄養の摂取　栄養

Ｕ 6 This tomato soup is very rich in nutrition.
このトマトスープは　大変　栄養に富んでいます。

063 object 名詞/動詞 目的　対象　物　物体　反対する

Ｕ 6 The police entered the dark room and then picked up a small object.
警官はその暗い部屋に入っていき　そして　小さな物体を拾った。

064 optimism 名詞 楽観主義　楽観論

Ｕ 6 Optimism is the tendency to take a hopeful view of things.
楽観主義とは事物を希望をもちながらとらえる傾向をいいます。

065 oxygen 名詞 酸素

Ｕ 6 When we work in this room, we have to put on an oxygen mask.
我々がこの部屋で仕事をするときには、酸素マスクをつけなくてはならない。

066 parliament 名詞 (Parliament で)米国などの国会　議会

Ｕ 6 New parliament was organized in 1998.
1998年に　新しい議会が組織された。

067 perish 動詞 死ぬ　滅びる

Ｕ 6 Most peoples of this area perished from starvation in the Meiji era.
この地区のほとんどの人は　明治時代に　飢餓のために滅んだ。

068 persist 動詞 固執する　強く主張する　持続する

Ｕ 6 She will persist in her rights but not duties.
彼女は　義務はさておき、権利を主張してくるだろう。

069 quarrel 名詞/動詞 口論　口論する

Ｕ 6 I 've quarreled with him several times, but we have been a good friends for a  long time.
私は　彼と何度も口論をしたことがある。しかし、我々は長い間よい友達です。

070 quit 動詞 をやめる　やめる

Ｕ 6 Could you quit smoking and drinking last year?
昨年　あなたは　タバコとお酒を断つことができましたか？

071 quest 名詞 探求

Ｕ 6 The quest for beauty made her establish the school in 1990.
1990年　美への探求心によって　彼女は　学校を設立させた。

072 quote 動詞 を引用する

Ｕ 6 Lucy quoted a few passage from famous novel.
ルーシーは　有名な小説からいくつかの節を引用した。

073 quarter 名詞 地域　４分の１

Ｕ 6 Quarter of these apples is imported from abroad.
これらのりんごの４分の１は　海外からの輸入物です。

074 resolve 名詞/動詞 を解決する　を決意する　決心

Ｕ 6 Some information helps me resolve the complex problem.
少しの情報が　複雑な問題を解決するのに役立った。

075 resign 動詞 辞職する　を辞職する　を放棄する



Ｕ 6 My father resigned from his post as principal.
私の父は　校長の職を辞した。

076 sacrifice 動詞/名詞 を犠牲にする 犠牲　犠牲的な行い　

make a sacrifice=犠牲を払う　いけにえにささげる

Ｕ 6 The young mother made sacrifices for his own son.
その若い母親は自分の息子のために犠牲を払った。

077 satellite 名詞 衛星

Ｕ 6 The moon is the earth's satellite as well as communication satellite.
月は　通信衛星と同様に　地球の衛星です。

078 struggle 動詞 もがく　奮闘する　　struggle with ～  struggle for ～

Ｕ 6 Many families in this town struggle with poverty.
この町の多くの家庭は　貧困と戦っている。

079 tact 名詞 手際　てぎわ　コツ　気転　こつ

Ｕ 6 My teacher handled the difficult situation with tact.
私の先生は　気を利かせて難局を処理した。

080 task 名詞 仕事　作業

Ｕ 6 The chief assigned us the task of making time table.
主任は私たちに　計画表を作る仕事を割り当てました。

081 tale 名詞 話　作り話　　　　fairy tale(童話)

Ｕ 6 My daughter was fond of reading fairy tales in the bed.
私の娘は　ベッドの中で童話を読むのが好きだった。

082 tidy 形容詞/動詞 きちんとした　整然とした　を整頓する

Ｕ 6 John was told to keep his desk tidy everyday.
ジョンは　自分の机の上を毎日きちんとしておくように言われました。

083 token 名詞 しるし　記念品

Ｕ 6 Akira gave me Udon as a token of my visit to Kagawa.
あきらは　私に、香川へ訪れた印に　うどんをくれた。

084 tiresome 形容詞 退屈な　やっかいな

Ｕ 6 All the staff have to attend a tiresome meeting this afternoon.
すべての職員は　今日の午後　退屈な会議に出席しなくてはなりません。

085 thrill 動詞/名詞 をぞくぞくさせる　ぞくぞくする　　スリル

Ｕ 6 The girls in this Shibuya town were looking for thrill.
この渋谷の町の少女たちは　わくわくする感じを求めていた。

086 truth 名詞 真実

Ｕ 6 The suspect  is far from telling the truth.
容疑者は　とても真実を語るどころではありません。

087 ugly 形容詞 醜い　不快な

Ｕ 6 A smiling face isn't ugly at any time.
笑顔が　醜いということは　どんなときでもありえない。

088 undergo 動詞 を経験する　(手術など)を受ける

Ｕ 6 After being graduated from high school, he underwent many hardships in Tokyo.
高校を卒業してから　彼は　東京で多くの苦難を経験した。



089 undertake 動詞 を引き受ける

Ｕ 6 My wife told me not to undertake a difficult task.
私の妻は　私に　難しい仕事を引き受けないように言った。

090 upset 形容詞 うろたえた　怒った　

をうろたえさせる　をひっくり返す

Ｕ 6 Linda was upset about my falling into the river.
リンダは　私が川に落ちたことで　うろたえていました。

091 vein 名詞 静脈　血管

Ｕ 6 The doctor tried to inject a drug into my vein.
医者は私の静脈に薬を注射しようとした。

092 vehicle 名詞 乗り物

Ｕ 6 The company invented electrical vehicle last year.
企業は　昨年　電気式の乗り物を発明した。

093 verify 動詞 を実証する　を確かめる

Ｕ 6 We had to verify the date of the poet's death.
私たちは　その詩人が亡くなった日を確かめる必要があった。

094 vain 形容詞 むだな　無駄な　うぬぼれの強い

Ｕ 6 He always makes vain attempt to persuade her.
彼は　彼女を説き伏せようとするが　いつも無駄である。

095 via 前置詞 ～経由で　～によって

Ｕ 6 You can fly to London via Paris.
あなたは　パリ経由で　ロンドンに飛ぶことができます。

096 violent 形容詞 暴力(行為)的な

Ｕ 6 I'm afraid that violent scene of this movie influence the children.
私は　この映画の暴力的なシーンが　子供に影響を与えるのではないかと危惧している。

097 violence 名詞 暴力(行為)

Ｕ 6 These were senseless acts of violence in the war.
これらは　戦争における愚かな暴力行為です。

098 virus 名詞 ウイルス

Ｕ 6 Our software can search for computer virus as soon as possible.
我われのソフトウェアは　できるだけ早くにコンピュータウイルスを探し出すことができる。

099 wage 名詞 賃金

Ｕ 6 The manager afraid of worker's demanding higher wages.
経営者は　労働者がより高い賃金を要求してくるのを恐れている。

100 withdraw 動詞 引き下がる　を引っ込める　脱退する　（預金などを）引き出す

I decided to withdraw from your society.
私は　あなたの協会から脱退することを決めました。

I scolded Tom and then he withdrew his room soon.
私は　トムを叱った。すると彼はすぐに自室に引きこもった。

I withdrew from the room so that the committee could continue discuss the issue.
私は　委員会がその問題の討議を続けられるように　部屋を退いた。

103 worm 名詞 (足のない)虫　　　　昆虫は insect

Ｕ 6 When I enter the house I saw many unpleasant worms here and there.



私はその家に入ったら、気持ちの悪い虫があちらこちらにいた。

104 yell 動詞/名詞 大声を上げる　を大声で言う

声援

Ｕ 6 When she found a thief in her room, she yelled for help.
彼女が部屋で　どろうぼうを見つけたとき、彼女は助けを求めて大声で叫んだ。

105 yield 動詞/名詞 を産出する　を産む

服従する　曲がる　を明け渡す

産出(高)収穫(高)

Ｕ 6 These mountains yielded fine gold and diamonds.
これらの山々は　良質の金やダイヤモンドを産出した。

106 youthful 形容詞 若い　若々しい

Ｕ 6 They doesn't look mothers, because they are very youthful.
彼女らは　母親には見えません、なぜなら　とても若々しいからです。

107 zone 名詞 地帯　区域　地域

Ｕ 6 We thought that she parked in a “no-parking” zone yesterday.
私たちは　彼女が昨日駐車禁止地域に駐車してしまったと考えた。

108 zealous 形容詞 熱心な　熱望している　熱狂的な

Ｕ 6 It seems that he was zealous in satisfying his employer.
彼は　雇用主を満足させようとしているようだ。

109 store 名詞/動詞 蓄える　蓄え　たくわえ　店    storage (貯蔵)

Ｕ 6 Ants store up foods for the winter.
アリは　冬に備えて　食料を蓄える。

110 please 動詞 喜ばせる

Ｕ 6 You can't please everyone that comes to this festival.
あなたは　この博覧会に来る　すべての人を喜ばせることはできない。

111 lot 名詞 運命　１区画の土地　　敷地　くじ

Ｕ 6 We drew lots to choose the first player.
私たちは　最初のプレーヤーを選ぶためにくじを引いた
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001 abstract 形容詞 抽象的な

Ｕ 7 Such an abstract idea is not difficult to perform.
そんな　抽象的な考えは　実行するのが難しい。

002 acceptable 形容詞 好ましい　結構な　満足のいく　

受け入れられる　まあまあの

Ｕ 7 The plan is not acceptable to us all.
この計画は我々みんなに受け入れられるものではありません。　

003 approve 動詞 よいと認める　を認可する

Ｕ 7 My father finally approved of my going abroad.
私の父は　ついに　私が海外に行くことに賛成してくれた。

004 approval 名詞 賛成　認可

Ｕ 7 Our plan had government's full approval.



私たちの計画は　政府の全面的な認可を得た。

005 admire 動詞 に感嘆する　を賞賛する

Ｕ 7 We admire athlete who is highly skilled in running.
私たちは走ることにおいて　熟練した技術をもつ運動選手に感嘆する。

006 application 名詞 ～への志願　～への申し込み　申し込み用紙　応用　利用

Ｕ 7 Please fill in this application form.
どうぞ　この申し込み用紙にご記入ください。

007 applicant 名詞 志願者　応募者

Ｕ 7 There were many applicants for this job in front of the company.
この職への求職者がとても多く会社の前にいた。

008 apply 動詞 を適用する　を応用する 当てはまる 申し込む　求める

Ｕ 7 Our company applies existing technology to new fields.
我々の会社は　既存の技術を　新しい分野へ適用している。

This rule does not apply to this case.
この規則は　この事例には当てはまらない。

The bank applied for financial aid of the government.
その銀行は　政府の資金援助を申し込んだ。

011 boast 動詞/名詞 自慢する　を誇りにする　自慢

Ｕ 7 My father always boasts of having expensive computer.
私の父は　いつも高価なコンピュータをもっていることを自慢する。

012 betray 動詞 を裏切る　を漏らす

Ｕ 7 Ken has never betrayed our trust in him.
ケンは私たちの信頼を一度も裏切ったことはない。

013 broadcast 動詞 を放送する　

（現在と過去形 過去分詞が同じ）現在分詞 broadcasting

Ｕ 7 Queen's message will be broadcast this evening.
今晩　女王のメッセージが放送されるでしょう。

014 burden 名詞 荷物　重荷　　に重荷を負わせる

Ｕ 7 My little sister will be a burden to our parents in the future.
私の妹が　将来両親の重荷になるかもしれません。

015 cabinet 名詞 内閣　飾り戸棚   the をつけて　内閣

Ｕ 7 The Cabinet is gaining more support from the people.
内閣は国民からの支持が高まっています。

These cups and dishes should be put into this cabinet.
これらのカップやお皿は この棚に入れられるべきです。

017 custom 名詞 習慣　慣習

Ｕ 7 It is a Japanese custom to take off our shoes before comes in our home.
家に上がる前にくつを脱ぐのは　日本人の習慣です。

018 dare 動詞 (dare to do で)思い切って～する

Ｕ 7 My mother dared to buy a new car last month.
私の母は　先月　思い切って新車を購入した。

019 deaf 形容詞 耳が聞こえない　耳を貸さない　聞く耳をもたない

Ｕ 7 My grandfather was deaf in one ear.



私の祖父は　片耳が聞こえませんでした。

020 debt 名詞 借金　恩義

Ｕ 7 You should pay off your debt as soon as possible.
あなたは　できるだけ早く　借金を返すべきです。

021 decade 名詞 10年間

Ｕ 7 Pollution has been steadily increasing during the past decade.
公害は　過去 10年間で確実に　増えています。

You will be a famous doctor in this city a decade from now.
今から 10年後にはあなたは　この街で有名な医者になっているでしょう。

023 desert 名詞/動詞 砂漠

を見捨てる　捨てる

Ｕ 7 This plant can live in the desert.
この植物は　砂漠でも生きられます。

He deserted his son and went to Australia.
彼は　息子を見捨ててオーストラリアへ行ってしまった。

025 edge 名詞 端　縁（ふち）　刃

Ｕ 7 Mary was sitting on the edge of the bench in the park.
メアリーは　公園のベンチの端に座っていました。

026 ethical 形容詞 倫理の　道徳上の　道徳的な

Ｕ 7 Doctor should pay more attention to ethical problems.
医師は　もっと　倫理的な問題に注意を払うべきである。

027 expose 動詞 をさらす　(秘密など)を暴く

Ｕ 7 I'm afraid that Mike will be exposed to great danger.
私は　マイクが大きな危険にさらされるのではないかと恐れています。

028 forgive 動詞 を許す

Ｕ 7 Please forgive me for not telling the truth.
真実を明かさなかったことをお許しください。

029 force 動詞/名詞 を強いる　に強制する　物理的な力　軍隊　影響力

Ｕ 7 The mayor may be forced to resign this month.
市長は今月には　辞職に追いやられるかもしれません。

That plane was flying against force of nature.
あの飛行機は　自然の力に逆らって飛んでいました。

031 fee 名詞 料金　謝礼

Ｕ 7 Our company paid the lawyer a fee for legal advice.
私たちの会社は弁護士に　法律相談の謝礼を支払った。

032 gasp 動詞/名詞 喘ぐ　あえぐ　息をのむ  あえぎ　喘ぎ

Ｕ 7 Many runners were gasping at the end of the race.
多くの走者は　レースの終盤で息を切らしていた。

033 gaze 動詞/名詞 じっと見つめる　凝視

Ｕ 7 My brother gazed at the beautiful girl sitting in front of us.
私の弟は　我々の前に座っていた美しい少女をじっと見ていた。

034 global 形容詞 世界的な　地球規模の

Ｕ 7 Global warming will cause the water level to rise.



地球温暖化により　水位が上昇するであろう。

035 gradually 副詞 だんだんと　次第に　徐々に

Ｕ 7 The climate of the world gradually became warmer.
世界の気候は　だんだんと　暖かくなってきている。

036 grammar 名詞 文法

Ｕ 7 First of all you have to learn basic rules of English grammar.
まず最初に　あなたは　英語の文法規則を学ばなくてはなりません。

037 glory 名詞 栄光

Ｕ 7 His activity brings fame and glory to our school.
彼の活動は　我々の学校に名声と栄光をもたらす。

038 gross 形容詞 総体の　粗悪な

Ｕ 7 How much is the gross earnings of your family?
あなたの家族の収入総計は　いくらですか？ 

039 haunt 動詞 に取りつく(よくない記憶　幽霊など）　(才能など)を養う

Ｕ 7 The house on the hill is said to be haunted.
丘の上のその家は　幽霊が出るといわれている。

Memories of the accident at the highway haunted him for years.
高速道路での事故の記憶が何年も彼の心から離れなかった。

041 horror 名詞 恐怖

Ｕ 7 Woman tend to cry out in horror at park late at night.
ご婦人は　夜遅くの公園では　恐怖で叫ぶ傾向がある。

042 horrible 形容詞 恐ろしい　不快な

Ｕ 7 We can not imagine how horrible the Second World War was.
私たちには　第二次世界大戦がどんなにひどかったか想像もできない。

043 hug 名詞/動詞 (愛情を込めて）抱きしめる　抱きしめること

Ｕ 7 Little girl always hugged her doll that was given yesterday.
幼い少女は　昨日もらった人形をいつも抱きしめていた。

044 inspect 動詞 を検査する　調べる

Ｕ 7 The scientist should inspect nuclear facilities in three month.
科学者は　核施設を　３ヶ月以内に調査するべきです。

045 impulse 名詞 衝動

Ｕ 7 She feel a sudden impulse to go abroad alone.
彼女は　突然　ひとりで外国に行ってしまいたいという衝動に駆られた。

046 inborn 形容詞 生まれつきの

Ｕ 7 He has inborn abilities in the music.
彼は音楽において　生まれつきの才能がある。

047 justification 名詞 弁明　弁護　正当化

Ｕ 7 Did you find any justification for his behavior?
あなたは　彼の行為を正当化できますか？

048 liberal 形容詞 自由主義の　進歩的な　気前のよい

Ｕ 7 There were many peoples  having liberal views on politics.
政治に関して進歩的な考え方をもった人がたくさんいます。



049 lament 動詞 嘆く　を嘆く

Ｕ 7 I hear that she lamented for her dead sister.
彼女は　なくなった妹のことを嘆いていたそうだ。

050 lung 名詞 肺

Ｕ 7 It is often said that smoking doesn't good for your lung.
喫煙は　肺にはよくないとしばしば言われています。

051 magnificent 形容詞 壮大な　すばらしい

Ｕ 7 Many tourists enjoyed a magnificent view of Mt. Fuji.
多くの観光客は　富士山の壮大な眺めを楽しみました。

052 majority 名詞 大多数

Ｕ 7 My friend think that the majority of citizens of Paris was from Africa.
私の友人は　パリ市民の大多数は　アフリカ出身ではなかったかと考えている。

053 manipulate 動詞 を操作する

Ｕ 7 The mayor tried to manipulate public opinion.
市長は　世論を操作しようと試みた。

054 manuscript 名詞 原稿

Ｕ 7 The author sent his manuscript to a publisher.
著者は　彼の原稿を出版社に送った

055 melt 動詞 を溶かす　溶ける

Ｕ 7 This new chocolate doesn't melt even in summer.
この新しいチョコレートは　夏でも溶けません。

056 merchant 名詞 商人　商業

Ｕ 7 I hear that my grandfather worked as a merchant in Osaka.
私の祖父は　大阪で商人として働いていたそうだ。

057 merchandise 名詞 （集合的に）商品　=good

Ｕ 7 My company sell  merchandise such as expensive clock and bag from abroad at the store.
私の会社は海外からの高級腕時計やバッグなどの商品を店で売っています。

058 mere 形容詞 単なる　ただ　ほんの   =only

Ｕ 7 The mere sight of a snake made her faint.
ただ　ヘビを見ただけで　彼女は気を失う。

When I went to see the man who won the game, he was mere child.
私が試合の勝者に会いに行くと彼は　ほんの子供であった。

We found the stone by merest chance.  (最上級で強調される）

我われは　その石を全くの偶然で見つけた。

061 mess 名詞/動詞 散らかった状態　混乱　を散らかす

Ｕ 7 Takashi went out of his room with leaving his room in a mess.
タカシは　部屋を散らかった状態にしたまま　出て行きました。

062 naive 形容詞 世間知らずの　単純な

Ｕ 7 You are really naive you think so.
あなたがそう考えるのなら　ほんとうに甘いね。

063 naked 形容詞 裸の　赤裸々な

Ｕ 7 Now you can see Mars with naked eye as well as Venus.
今なら　金星と同じように　火星も肉眼で見ることができます。



064 negotiate 動詞 交渉する　を取り決める

Ｕ 7 The president negotiated with foreign officer about customs duties.
大統領は　外国の役人と関税に関する交渉を行った。

065 navigate 動詞 を操縦する　を航行する　航海する

Ｕ 7 My father likes to navigate an airplane and yacht.
私の父は　飛行機やヨットを操縦することが好きです。

066 nasty 形容詞 不快な　意地の悪い　やっかいな

Ｕ 7 It was nasty of him to speak like that.
彼は私にあんなことを言うなんて　意地が悪かった。

067 neighbor 名詞 隣の人　近所の人

Ｕ 7 The woman saw at the supermarket is our neighbor across the street.
スーパーであったご婦人は　私たちの通りの向かいの人です。

068 neighborhood 名詞 近所　近くの地域　付近　(the をつけて)近所の人たち

Ｕ 7 There are many banks in my neighborhood.
私の近所には　多くの銀行があります。

069 nonetheless 副詞 それにも関わらず

Ｕ 7 There are many differences in our taste, and we have been good friends nonetheless.
私たちの好みには　多くの隔たりがありますが　それにもかかわらずよい友達です。

070 observe 動詞 を観察する　に気がつく  を守る  と述べる

Ｕ 7 Two police officers observed nothing strange in his behavior.
2 人の警官は　彼の振る舞いには　何の異常も気づかなかった。

The scientist do his works for several years observing the plants.
科学者は数年にわたり、その植物を観察しながら働いた。

072 oblige 動詞 に余儀なくさせる　に親切にする

Ｕ 7 I'm afraid that the chairman is obliged to retire due to the bribe.
議長は　わいろのために　辞職を余儀なくされるのではないかと思う。

073 occurrence 名詞 出来事　事件

Ｕ 7 Traffic accidents are everyday occurrence in urban city.
都会では　交通事故は日常的な出来事です。

074 omit 動詞 を省略する　除外する

Ｕ 7 If you do that boss may omit your name from the list.
もしあなたがそれをするなら、上司はあなたの名前を名簿から削除するかもしれません。

075 oppose 動詞 に反対する　を抵抗させる

Ｕ 7 The inhabitants of the village opposed the construction of a new dam.
村の住民は　新しいダムの建設に反対した。

076 oppress 動詞 を圧迫する

Ｕ 7 Military government oppressed minority groups in 1968.
1968年　軍事政権は　小数民族を圧迫した。

077 ornament 名詞/動詞 装飾品　装飾　を飾る　を装飾する

Ｕ 7 My sister makes ornaments for Christmas every-year.
私の妹は　毎年　クリスマスの装飾を作ります。

078 outlet 名詞 (感情などの)はけ口　放出口



Ｕ 7 You can find an outlet for your energy in this sport club.
あなたは　このスポーツクラブで　エネルギーのはけ口を見つけることができます。

079 overtake 動詞 に追いつく　を不意に襲う

Ｕ 7 If  he didn't take a taxi Nelson would overtake him at the station.
もし　彼がタクシーに乗っていなければ、ネルソンは　彼に駅で追いつくでしょう。

080 overlook 動詞 を見落とす　を大目に見る

を見下ろす

Ｕ 7 You have overlooked the important fact that he have noticed.
あなたは　彼が気がついた大事な事実を　見落としていますよ。

This is a hotel that overlooks the major river in the city.
ここが　市内の主要な川を見下ろすホテルです。

082 overhear 動詞 をふと耳にする　を漏れ聞く

Ｕ 7 Mike overheard a bad rumor of his wife at the office.
マイクは　会社で彼の妻の悪いうわさを聞いた。

083 pale 形容詞/動詞 顔色の悪い(色が)薄い  青ざめる

Ｕ 7 Tom didn't sleep last night and he looked pale and tired.
トムは　昨夜　眠らなかった。そして　彼は顔が青ざめて　疲れているように見えた。

084 pursue 動詞 を追い求める　を追う　続ける

Ｕ 7 My friend is determined to pursue his musical career in France.
私の友人は　フランスで　音楽の道に進もうと決心している。

085 prestige 名詞 名声　威信

Ｕ 7 I'm afraid that his behavior lead to loss of national prestige.
彼の行いが　国家威信の失墜につながるかもしれません。

086 qualify 動詞 に資格を与える

Ｕ 7 Nobody in here is qualified to apply for that exam.
ここにいるひとは　誰一人　あの試験を受ける資格を与えられていません。

087 radical 形容詞/名詞 根本的な　急進的な

Ｕ 7 We need radical change in Japanese system of University.
日本の大学のシステムには　根本的な変革が必要です。

088 rage 名詞/動詞 激怒　猛威

激怒する

Ｕ 7 The cook fired yesterday is trembling with rage.
昨日解雇された　調理人は怒りで震えていた。

089 refer 動詞 言及する　参照する　当てはまる

Ｕ 7 In this movie the actor referred to good medicine from Russian.
映画の中で　俳優はロシアからの　いい薬について言及している。

090 random 形容詞 手当たり次第の　無作為の　ランダムな

Ｕ 7 A private detective always makes a random guess.
私立探偵は　いつも　あてずっぽな推量をします。

091 range 名詞/動詞 範囲　連なり　列　(範囲などが)及ぶ

Ｕ 7 The professor went to Europe in order to extend his range of knowledge.
教授は知識の幅を広げるために　ヨーロッパへ行った。

092 restore 動詞 を元に戻す　を回復する　を元にもどす



The United Nation have a duties to restore peace and order.
国連には　平和と秩序を回復する職務がある。

093 restrict 動詞 を制限する　を限定する

Ｕ 7 The talk in this room was restricted to political matter.
この部屋での話しは　政治的なことに限られています。

The Ministry wealth and welfare restricted the sale of same drugs.
厚生省は　いくつかの薬の販売を制限しました。

095 retire 動詞 引退する　退職する　(～へ)退く

Ｕ 7 Most staffs of this company retire at the age of 60.
この会社のたいていの職員は 60歳で退職する。

096 suicide 名詞 自殺

Ｕ 7 She is a woman that tried to commit suicide by hanging yesterday.
彼女は　昨日首吊り自殺を図った女性です。

097 suburb 名詞 郊外(１地区)

Ｕ 7 A new law will cause the movement of peoples from cities to suburbs.
新法は　都市部から　郊外への人の移動を引き起こすだろう。

098 suspicion 名詞 疑惑　疑い

Ｕ 7 I regarded him with suspicion since I saw him in the park yesterday. 
昨日　私は　公園で彼にあって以来、彼を疑いを持ってみています。

099 summit 名詞 (山などの)頂上　首脳会議

Ｕ 7 The summit meeting will be held in London next month.
来月　ロンドンで首脳会議が開かれます。

100 tame 形容詞/動詞 飼いならされた

飼いならす

Ｕ 7 It is impossible to keep tame lion as a pet.
飼いならされたライオンをペットとして飼うことなんて不可能です。

101 tease 動詞 をからかう　をいじめる

Ｕ 7 You should not tease him about peculiar habits in public.
あなたは　彼が変わった癖があるからといって人前でからかってはいけません。

102 throat 名詞 のど　喉

Ｕ 7 Yuri was absent from school because of she had sore throat and had a fever.
ゆりは　のどが痛くて　熱もあったので　学校を休みました。

103 timid 形容詞 臆病な　内気な

Ｕ 7 Tomas was such timid boy that he can't give present for her.
トーマスはとても　臆病な少年だったので　彼女にプレゼントを渡せなかった。

104 tolerate 動詞 を大目に見る　をがまんする

Ｕ 7 We could not tolerate dictator any more.
我われは　これ以上　独裁を大目に見ることはできなかった。

105 urge 動詞/名詞 に強く勧める　を促す　　強い衝動

Ｕ 7 The doctor urged me to stop drinking and eating too much.
医者はしきりに私に　暴飲暴食をやめるように勧めた。

106 trap 動詞/名詞 をわなで捕らえる　を閉じ込める　わな



Ｕ 7 After the earthquake many peoples were trapped in an elevator.
地震のあと　多くの人々がエレベータに閉じ込められた。

107 vague 形容詞 あいまいな　漠然とした

Ｕ 7 A student in my class gave a vague answer to the police.
私のクラスの生徒は　警察に対して　あいまいな答えをした。

108 vary 動詞 さまざまである　変化する　を変える

Ｕ 7 Taste of the breakfast varies from country to country.
朝食の味は　国により　さまざまである。

109 long 動詞 切望する　　思いこがれる　

Ｕ 7 The children were longing for the summer vacation.
子供たちは、夏休みを切望していました。

110 end 名詞/動詞 目的　終わる　終える

Ｕ 7 I found the end of his studying math at the college
私は　彼が大学で数学を勉強している目的がわかった。

111 become 動詞 ～になる　　　似合う　　ふさわしい

Ｕ 7 Such words do not become your mother.
そんな言葉は　あなたのお母さんには似合わないですね。

大学入試英単語　　　　　　　　　　　　　　　　　UNIT 8  　　　　　　　  レベル B

001 accuse 動詞 を告発する　を非難する

Ｕ 8 Lucy accused me of  sleeping in the class.
ルーシーは私が　授業中に居眠りをしていると非難した。

002 accumulate 動詞 をためる　溜め込む

Ｕ 8 He accumulated his fortune by hard work.
彼は　苦労して働いてお金をためた。

003 assure 動詞 に保証する　を請け負う　を確信させる

Ｕ 8 The government assured the safety of  the imported medicine.
政府はその輸入された医薬品の安全性を保証した。

004 adequate 形容詞 十分な　適している

Ｕ 8 Jimmy's salary is adequate for him to buy a foreign car.
ジミーの給料は　彼が外車を買うのには十分です。

005 advantage 名詞 利点　有利な点

Ｕ 8 He gained much advantage from studying abroad.
彼は　海外留学によって　多くの利益を得た。

006 astonish 動詞 を驚かせる

Ｕ 8 The sudden appearance of whales astonished us in the yacht.
突然　クジラが現れたので、ヨットに乗っていた私たちは驚いた。

007 ache 動詞/名詞 痛む　　痛み

Ｕ 8 After gardening she ached all over.
庭仕事の後　彼女は　体中が痛んだ。

008 attain 動詞 を達成する　を獲得する　に達する



Ｕ 8 He attained great success as a international businessman.
彼は　国際的な事業家として　成功を収めた。

009 award 動詞 (賠償金などを)与える  賞(品)

Ｕ 8 They awarded him the first prize and he got a gold medal again.
彼らは　彼に一等賞を授与し　彼は　再び金メダルを得たのだった。

010 bear 動詞 産む　を生じる

に耐える　を支える　を負う

を有する　を帯びる

クマ　熊

Ｕ 8 I think that your mother couldn't bear to see you crying.
あなたのお母さんは　あなたが泣いているのを見るのが耐えられなかったのだと思います。

011 bless 動詞 祝福する　　を祝福する　　~に恵む　(with)

Ｕ 8 The man on the stage blessed all the attendants.
壇上にいたその男は　すべての参列者を祝福した。

All the children in this school was blessed with good health.
この学校のすべての子供は　健康に恵まれていました。

013 bully 動詞/名詞 をいじめる 　　いじめっ子

Ｕ 8 Few students are bullied at our school this year.
今年　いじめられる生徒はほとんどいません。

014 bottom 名詞 底　一番下　下部

Ｕ 8 The lost camera was found at the bottom of the pond.
なくしたカメラは　池の底で見つかった。

015 brilliant 形容詞 優秀な　光り輝く　立派な

Ｕ 8 The news on TV is about his brilliant achievements in physics.
テレビでそのニュースは　物理学における　彼の輝かしい業績についてのものです。

016 capacity 名詞 （潜在的な）能力　(+for)

Ｕ 8 She has a great capacity to compose movie music.
彼女は　映画音楽を作曲する　すばらしい能力がある。

This meeting room has a seating capacity of 60.
この会議室は　60 人ほどが座れる収容力があります。

018 comprehension 名詞 理解　理解力

Ｕ 8 His idea about this project is beyond our comprehension.
この事業に対する彼の考えは、私たちの理解を超えています。（理解できない）

019 confuse 動詞 を混同する　を困惑させる

Ｕ 8 We all were confused by his incomprehensible explanation.
彼の不可解な説明によって　私たちはみな困惑させられた。

020 conceal 動詞 をを隠す　を秘密にする

Ｕ 8 He concealed the fact from others.
彼は　その事実を他人に隠した。

021 congratulate 動詞 を祝う　～に（～のことで）おめでとうと言う　(on)

Ｕ 8 I congratulated Mike on his graduation from college.
私は　マイクに大学卒業の祝いをのべた

022 celebrate 動詞 を祝う　を賛美する



Ｕ 8 That was a party to celebrate his promotion.
あのパーティーは　彼の昇進をお祝いするためのものでした。

023 dawn 動詞/名詞 夜明け　始まり

夜が明ける

(dawn on～で)わかり始める

Ｕ 8 You should start to work before dawn.
あなたは　夜明け前には　働きはじめるべきです。

Because of the accident, the fact finally dawned on us.
その事件のせいで、真実が我われにわかるようになった。

025 diminish 動詞 を減らす　を低下させる　減少する

Ｕ 8 This machine diminished the risk of driver's life.
この機械は　運転手の生命の危険を減らしてくれる。

026 disclose 動詞 を明らかにする　をあばく

Ｕ 8 Helen wouldn't disclose the secret of the plan even to his friends.
ヘレンはその計画の秘密を　友達にさえ明かそうとはしなかった。

027 discipline 名詞 規律　訓練

Ｕ 8 We talked about the problems of freedom and discipline.
私たちは　自由と規律の問題について話した。

028 dwell 動詞 住む

Ｕ 8 My father dwells in the city near the river.
私の父は　川の近くの都市に住んでいます。

029 distinguish 動詞 を区別する　区別する

Ｕ 8 My son couldn't distinguish reality from dreams in this morning.
私の息子は　けさ　現実と夢を区別できませんでした。

030 dispute 名詞/動詞 論争　紛争　　論争する

Ｕ 8 The brothers had hot dispute about her marriage.
兄弟たちは　彼女の結婚について　激論を交わした。

031 distract 動詞 (人や注意を)そらす

Ｕ 8 The big sound distracted the child from TV.
その大きな音は　テレビから子供の注意をそらさせた。

032 ensure 動詞 を確実にする　を保証する

Ｕ 8 The manager ensured us a large income.
統括者は　私たちに　高額な収入を保証した。

If you don't do that, we cannot ensure your success.
もしも　あなたがそれをしないのなら、私たちは　あなたの成功を保証できません。

034 erase 動詞 を消す　を消し去る

Ｕ 8 No one can erase the my dreadful memory of the war.
だれも　私の戦争の恐ろしい思い出を消し去ることはできない。

035 envelop 名詞 封筒

Ｕ 8 There was a stamped envelop on the desk.
切手の貼られた封筒が　机の上に置かれていた。

036 enlarge 動詞 を拡大する　を大きくする　

(知識などを)を広げる 大きくなる　拡大する(to～)



Ｕ 8 Our city has enlarged to twice its original area.
私たちの市は　元の広さの 2倍になった。

037 enrich 動詞 を豊かにする　を向上させる

Ｕ 8 The government think that only foreign trade enrich our country.
政府は外国貿易のみが　わが国を豊かにすると考えている。 

038 endow 動詞 を授ける　寄付する

Ｕ 8 My father endowed the new hospital with a large sum of money.
私の父は　その新しい病院に多額の寄付をした。

039 endure 動詞 に耐える　をがまんする

Ｕ 8 If you run a company, you have to endure loneliness.
あなたあ　会社を経営するならば　孤独にたえなければなりません。

040 enthusiasm 名詞 熱中　熱心　熱狂

Ｕ 8 We watched international soccer game on TV with enthusiasm.
私たちは　熱狂してサッカーの国際試合をテレビで見ました。

041 extract 動詞/名詞 を抜き取る　を抽出する

(頭にアクセントで)抜粋　抽出物

Ｕ 8 The scientist can extract DNA from a bone.
科学者は　骨からＤＮＡを抽出することができます。

042 fable 名詞 寓話

Ｕ 8 Fable is a short story, often about animals, that teaches a lesson or truth.
寓話とは　短い物語で、よく　動物などが扱われ、教訓や戒めや真実が教えられます。

043 fatigue 名詞 疲労

Ｕ 8 After coming from school, he often falls asleep from fatigue.
学校から帰ってくると　彼は　しばしば　疲労で眠り込みます。

044 flatter 動詞 にお世辞を言う　を大げさに褒める

Ｕ 8 It seems that he is always flattering his boss.
彼は　いつも上司にお世辞を言っているように見える。

045 fierce 形容詞 激しい　どう猛な

Ｕ 8 The sales competition of camera was very fierce.
カメラの販売競争は　たいへん激しかった。

046 fertile 形容詞 肥沃な

Ｕ 8 The farmers decided to make the land more fertile.
農民たちは　その土地をより肥沃にしようと決心した。

047 fulfill 動詞 を果たす　を満たす

Ｕ 8 Jiro fulfilled a role as a member of this company.
次郎は　この会社のメンバーとしての役割を果たした。

048 gratitude 名詞 感謝(気持ちだけの感謝)

Ｕ 8 I must express my gratitude to Mr. Brown.
私はブラウン氏に　感謝の意を述べなくてはならない。

049 genuine 形容詞 本物の　純粋な

Ｕ 8 I guess these pearl is genuine, not artificial.
私が推測するには　これらの真珠は本物であり、まがい物ではありません。



050 hostile 形容詞 敵意をもった

Ｕ 8 The dog shows a hostile reaction to us.
その犬は　私たちに敵意に満ちた反応を示した。

051 humid 形容詞 湿った

Ｕ 8 It is often said that Japan has hot and humid air.
日本が高温多湿であることは　よく言われる。

052 induce 動詞 を～する気にさせる

Ｕ 8 A complete defeat induced him to leave the team.
完敗したので　彼はチームを離れる気になった。

053 indulge 動詞 (快楽などに)ふける　を甘やかす

Ｕ 8 Talented person must not be indulged too much.
才能ある人間は　甘やかされすぎてはならない。

054 inflict 動詞 (苦痛　打撃　損害　罰などを)与える

Ｕ 8 We inflicted heavy damage on the enemy.
私たちは　敵に多大な損害を与えた。

055 insult 動詞/名詞 を侮辱する　侮辱

Ｕ 8 Mari might feel insulted by your joke.
マリーは　あなたの冗談で　侮辱されたと感じたのかもしれませんよ。

056 irony 名詞 皮肉

Ｕ 8 Your father spoke to me with irony.
あなたのお父さんは　私に皮肉を込めて話しかけた。

057 isolate 動詞 を孤立させる　を離す

Ｕ 8 The patient is isolated in the intensive care unit.
患者は　集中治療室に　隔離されている。

058 joke 動詞/名詞 冗談　いたずら　冗談　しゃれ（をいう）ふざける　もの笑いの種

Ｕ 8 If you do that you will be the joke of your class.
もし　あなたがそれをしたら、あなたはクラスの笑い種になりますよ。

059 lecture 名詞/動詞 講義　公演　　講義する

Ｕ 8 Professor White gives a lecture on economics at this University.
ホワイト教授は　この大学で、経済学の講義をしています。

060 luxury 名詞 ぜいたく　贅沢品

Ｕ 8 These are luxuries that only rich can afford.
これらは　金持ちだけが買うことができるぜいたく品です。

061 mature 形容詞 熟した　分別のある

Ｕ 8 We think that female students are mentally more mature than male.
私たちは　女学生のほうが、男子学生より　精神的に成熟していると考えている。

062 manifest 形容詞/動詞 明らかな　を明らかにする

Ｕ 8 What he has done at the store  is manifest crime.
彼が店で行った事は　明らかな犯罪です。

063 measure 動詞/名詞 を測る  対策　方策

(判断の)基準　程度　単位

Ｕ 8 The professor measured the speed of light accurately.



教授は光のスピードを正確に測った。

This is one of the measure of country's civilization.
これは　国の文化の尺度の１つです。

065 migrate 動詞 移住する　　(from to between などを伴うことが多い）

Ｕ 8 The birds migrate to distant and unfamiliar place every year.
その鳥は毎年　離れた　見知らぬ場所へ移住する。

066 multiply 動詞 増える　増殖する　繁殖する　を掛ける

Ｕ 8 Eight multiplied by six equals forty-eight.
8 に 6 をかけると　48 になります。

067 mutual 形容詞 相互の　　　　　　　mutual understanding 　相互理解

Ｕ 8 After talking with him, we came to mutual understanding.
彼と対話した後、私たちは　相互理解に至りました。

068 neutral 形容詞 中立の

Ｕ 8 Switzerland has remained politically neutral for many years.
スイスは長い間、政治的な中立を保ってきた。 

069 nourish 動詞 を養う　を育てる

Ｕ 8 Most mothers in this village nourished her baby on breast milk.
この村のたいての母親は　赤ん坊を母乳で育てる。

070 nuisance 名詞 迷惑な人(物)　　厄介なこと　やっかいな事

Ｕ 8 It's such a nuisance to have to change classrooms for each period.
授業ごとに　教室を変わらなくてはならないなんて、なんて　やっかいな事なんだ。

071 nutrition 名詞 栄養の摂取　栄養

Ｕ 8 Nutrition is the process of giving and 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　getting food to remain healthy, and essential for good health.
栄養の摂取は　健康に不可欠であり、健康を維持するための食物摂取の作用である。

072 objective 形容詞/名詞 客観的な  目的

Ｕ 8 We hope that Jimmy reports objective facts.
私たちは　ジミーが客観的な事実を報告することを望んでいる。

073 obscure 形容詞 はっきりしない　無名の　薄暗い

Ｕ 8 There are some obscure points in his explanation.
彼の説明には　いくつかのわかりにくい点がある。

074 obsess 動詞 に取りつく

Ｕ 8 She is obsessed with strange fears from last night.
彼女は昨夜から　得体の知れない恐怖にとりつかれている。

075 offend 動詞 の感情を害する　罪を犯す

Ｕ 8 My mother was offended by his rudeness.
私の母は　あなたの無礼に気分を害していた。

076 outstanding 形容詞 傑出した　目立った

Ｕ 8 Nancy is a outstanding student of our school.
ナンシーは　私たちの学校の優等生です。

077 outskirts 名詞 郊外

Ｕ 8 Jack's family moved to outskirts of Chicago last year.
ジャックの家族は　昨年シカゴの郊外に転居しました。



078 overwhelm 動詞 を圧倒する　を打ちのめす (受身でしばしば　精神的に参る）

Ｕ 8 I hear that she was overwhelmed by grief.
彼女は　悲しみに打ちのめされているらしい。

079 portion 名詞 部分　分け前

Ｕ 8 If you don't read this portion of instruction, you can't use this computer.
説明書のこの部分を読まないと、このコンピュータは使えませんよ。

080 prevail 動詞 普及している　勝る

Ｕ 8 The new view we insisted on prevailed among scientist.
私たちが主張した新しい見解が　科学者の間に普及した。

081 persecute 動詞 を迫害する

Ｕ 8 He must have been persecuted for his political belief.
彼は　政治的信条のために　迫害されていたに違いない。

082 postpone 動詞 を延期する

Ｕ 8 We had to postpone the game because of heavy rain.
私たちは　激しい雨のために試合を延期しなくてはならなかった。

083 preserve 動詞 を保存する　を保護する

Ｕ 8 The government should preserve the nature and beautiful birds of this mountains.
政府は　この山々の自然と美しい鳥を保護しなくてはならない。

084 provoke 動詞 を怒らせる　を刺激する　を引き起こす

Ｕ 8 Your insulting words can provoke him easily.
あなたの失礼な言葉は　彼を簡単に怒らせることができる。 

085 prudent 形容詞 慎重な

Ｕ 8 It was a prudent decision on that matter.
それは　あの件に関する慎重な決断であった。

086 quantity 名詞 量

Ｕ 8 The police man find a small quantity of blood on the floor.
警官は　床の上の少量の血液を見つけた。

087 ratio 名詞 比率　割合

Ｕ 8 He is researching into the ratio of boys to girls in this country.
彼はこの国の男女の比率を調査している

088 rational 形容詞 理性的な　合理的な

Ｕ 8 Dogs are said to be rational creature.
犬は　理性的な動物だといわれています。

089 reap 動詞 を刈り取る　収穫する

Ｕ 8 Farmers reaped the corn in the field.
農民たちは　畑のとうもろこしを刈り取っていた。

090 recite 動詞 を暗唱する　を朗読する

Ｕ 8 My daughter recited a long poem without making any mistakes.
私の娘は　長い詩を間違えずに朗読した。

091 reconcile 動詞 を仲直りさせる　を調和させる

Ｕ 8 The teacher managed to reconcile the two pupils who had quarreled.
先生は　けんかをした２人の生徒をなんとか仲直りさせた。

092 reluctant 形容詞 気が進まない　いやいやながらの



Ｕ 8 She was reluctant to walk any more in the rain.
彼女は雨の中を　もうそれ以上歩きたくなかった。

093 ridiculous 形容詞 ばかげた　おかしい

Ｕ 8 It's ridiculous to pay that much for a cup of coffee.
1杯のコーヒーにそんなに払うなんて　ばかげています。

094 reverse 動詞/名詞/形容詞 を反対にする  逆　逆さま　反対  反対の

Ｕ 8 You should reverse the word order of the list.
あなたは　目録の語順を逆にするべきです。

095 revive 動詞 を生き返らせる　生き返る

Ｕ 8 The doctor could not revive the drowned girl.
医者は　溺れた少女を生き返らせることができなかった。

096 resume 動詞 を推定する　と思う　を推測する

Ｕ 8 President Bush decided to resume the peace talk.
ブッシュ大統領は　和平会議を再開することを決定した。

097 revenge 名詞/動詞 復讐　復しゅう

(revenge oneself on で)　に復讐する

Ｕ 8 He revenged himself on my brother at school.
学校で彼は　私の弟に仕返しをした。

098 silly 形容詞 ばかな　愚かな　馬鹿な　バカな

Ｕ 8 It was silly of you to believe what he said.
彼の言ったことを信じるなんて、あなたは愚かです。

099 speculate 動詞 考えをめぐらす　投機する　と推測する

Ｕ 8 I speculated that he might not be able to win the first prize at the piano contest.
私は　彼がピアノコンクールで１位をとれないのではないかと推測した。

100 stubborn 形容詞 頑固な　強情な　断固とした

Ｕ 8 We all regarded him as a stubborn child.
私たちはみな　彼を強情な子供と考えていた。

101 stimulate 動詞 を刺激する

Ｕ 8 It is often said that his novel stimulate a reader's imagination.
彼の小説は読者の想像力をかきたてるとよく言われる。

102 specimen 名詞 標本　見本

Ｕ 8 We saw the specimens of plants and animals displayed in the museum.
私たちは　博物館に展示されている動植物の標本を見ました。

103 spectacle 名詞 壮観　すばらしい眺め　見せもの

(spectacles で)眼鏡

Ｕ 8 I took a picture of the grand spectacle of the Alps last year.
私は昨年　アルプスの壮大な眺めを写真にとった

104 supreme 形容詞 (地位　権力　程度が）最高の　至上の

Ｕ 8 The king used to be supreme in that country.
王は　この国ではかつて最高権力者であった。

105 sympathy 名詞 同情

Ｕ 8 You should not show your sympathy for such a man in this time.
今回は　あんな男に同情を示すべきではありません。



106 symptom 名詞 徴候　症状

Ｕ 8 It is one of the typical symptoms of the flu this year.
それは　今年のインフルエンザの典型的な症状です。

107 thrill 動詞/名詞 をぞくぞくさせる　ぞくぞくする（快感や恐怖などで）

スリル

Ｕ 8 His home run thrilled all the crowd in the field.
彼のホームランで　球場の観客は熱狂した。

108 thread 名詞 糸

Ｕ 8 She was sewing with silk thread.
彼女は　絹糸で縫い物をしていました。

109 tribe 名詞 部族

Ｕ 8 Several tribes may invade this country in the future.
将来いくつかの部族が　この国に侵攻するかもしれません。

110 transmit 動詞 を伝達する　を伝染させる

Ｕ 8 Language is a means to transmit something to others.
言語は他人に何かを伝えるための手段です。


