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Make a reservation at least a week in advance.

1 make a 

2 at least

3 advance

　　　　　　　　　　　　　　　促進する

It doesn't make sense to turn down such a good offer.

4 make sense

5 turn…down

6 offer

そんなにいい話を断るなんておかしいよ。

I don't trust any candidate. To begin with, they always make promise
they don't keep.

7 trust

8 candidate

9 to begin [start]
 with

10 make a promise

どの候補者も私は信用しない。第一に、彼らはいつも守らない

約束をする。

動　予約をする

　reservation
[rezErve'iSEn]

副　少なくとも

[lI:st]

名　①前進、進歩（progress）②（形容詞的に）事前の

[EdvA'ns] 　　　・in advance　副　前もって

　　　・advance(…)　動　①進歩[前進]する ②…を

　　　・advanced　形　進歩した、（学問などが）高等な

少なくとも1週間前には予約しておきなさい。

動　理にかなっている

[se'ns]

動　①…を断る ②…の音量[温度]を下げる（↔turn…up

　　　…の音量[温度]を上げる）

名　申し出、（条件などの）提示

[c':fEr] 　　　・－（...）　動　①…（条件など）を提示する、…を提供する

　　　　　　　　　　　　②[ー（to do…)] （…すると）申し出る

動　…を信頼[信用]する

[trV'st] 　　・-　名　信頼感、信用

名　(立)候補者

[kA'ndEdeit]

副　①まず（第一に）②最初は（at first)

動　約束をする

[pra'mEs]
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He made a false statement during the trial.

11 false

12 statement

13 trial

彼は裁判で嘘の陳述をした。

Make sure that your essay has a solid logical structure.

14 make sure
　　 堅いニュアンス＞

15 essay

16 solid

17 logical
　　 ②論理（学）に関する

18 structure

必ず、小論文はしっかりした論理的構造を取っているように

しなさい。

The more experience you have, the wiser decisions you will make.

19

20 experience

形　①嘘の、事実とは違う（↔true 本当の）②偽物の（↔

[fc':ls] 　　　real / genuine 本物の）＜クイズの「○か×か？」とか、

　　　「本当か嘘か？」と言われるものは、英語では"True
      or false?"＞

名　陳述 [記述]、声明

[ste'itmEnt] 　　 ・make a statement　動　述べる

　　 ・state…　動　…を（公式に）表明する

　　 ・-　名　①（米国などの）州 ②状態（condition）③Ｆ　国家

　　　（country / nation）④（the States）アメリカ（合衆国）

名　①裁判、審理 ②試してみること

[trO'iEl]

動　①必ず～するようにする ②～を確かめる＜certainは

[certain](that)～

名　小論文、エッセイ、作文（paper）

[e'sei]

形　①しっかりとした（firm） ②個体の（↔ liquid 液体の、

[sa'lid] 　　 gaseous 気体の）

形　①論理的な、筋の通った（rational / reasonable）

[la'dJikl]
　　 ・logic　名　①論理 ②論理学

名　①構造（framework）②建造物（building）

[strV'ktSEr] 　　 ・structural　形　構造的な

the more ～, 定　～すればするほど～

the more ～

名　経験
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21 wise

22 make a decision

経験を積めば積むほど、より賢明な決断ができるだろう。

Some scientists are making use of artificial intelligence to predict 
earthquakes.

23 scientist

24 make use of…

25 artificial

26 intelligence

27 predict…

28 earthquake

地震予知のために人工知能を活用している科学者もいる。

Unless you make every effort, you'll be left behind.

29

30 effort

31 leave… behind

     (from [by]…)

[i[e]kspIEriEns] 　　 ・－…　動　…を経験する

形　賢明な（sensible / smart）（↔stupid ばかな）

[wO'iz] 　　 ・wisdom　名　知恵、賢明さ

動　決定する、決心する（decide）

[disIJEn]

名　科学者

[sO'iEntist] 　　 ・science　名　化学

　　 ・scientific　形　科学の、科学的な

動　…を利用[活用]する（use…/ utilize…）

[ju':s]

形　人工的な

[a':rtEfISl]

名　知能

[inte'lidJEns] 　　 ・intelligent　形　知能が高い（↔stupid 頭が悪い）

　　 ・intellectual　形　知的な、インテリな

動　…を予測する（forecast）

[pridIkt] 　　 ・prediction　名　予測（forecast）

名　地震

[E':rTkweik]

unless～ 接　もし～でなければ

名　努力

　　 ・make an effort　動　努力する

動 …を置き去りにする、…を置き忘れる

　　・fall behind (…)　動　（…に）遅れをとる（be left behind
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あらゆる努力をしなければ置いていかれる。

The company has make deliberate attempts to deceive consumers.

32 deliberate

33 attempt

34 deceive…

35 consumer

その会社は消費者をだます意図的な企てを行ってきた。

They make their way on foot through the valley.

36 make one's way

37 on foot

38 valley
　　 かなり広大なエリアであることが多い。＞

彼らは山あいの谷を徒歩で進んだ。

Making money is not an end in itself but just a means to an end.

39 make money

40 not A but B

41 end

42 in itself

43 means

形　①意図的な（intentional / planned）②慎重な（careful）

[dilIbErEt]      ・deliberately　副　①意図的に ②慎重に

名　試み、企て（try/ trial）

[Ete'mpt] 　　 ・make an attempt to do…　動　…しようと試みる

　　　[企てる]
     ・attempt　動　試みる、企てる（try/ make an attempt）

動　…をだます（trick…/ cheat…/ mislead…）

[disI:v] 　　 ・deceive A into doing…　動　Ａをだまして…させる

　　　（trick A into doing…）

名　消費者（↔producer 生産者）

[kEnsju':mEr] 　　 ・consumption　名　消費

     ・consume…　動　Ｆ　…を消費する

動　（苦労して）進む（go/ head/ proceed）

副　徒歩で ＜「乗り物で」という意味なら前置詞 by を

　　 用いる。　例： by car（車で）、by air（空路で）など＞

名　山あいの谷、盆地＜Silicon Valley, Napa Valleyなど、

[vA'li]

動　お金を稼ぐ

定　ＡではなくＢ

名　①終わり（↔ beginning 始まり）②Ｆ （最終的な）目的

[e'nd] 　　 （goal/ aim/ purpose)(↔ means 手段）③端

副　それ自体が[は]

名　①手段、方法（way/ method）②Ｆ 資力（wealth)

[mI:nz]
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お金を稼ぐことはそれ自体が目的ではなく、目的のための手段に

過ぎない。

"I'll pick you up on the way."
"No thanks. I'll take a taxi by myself."

44 pick…up

45 on the [one's] way
(to…)

46 take…

47

「行く途中、君を迎えに行くよ。」

「気を使わないで。一人でタクシーで行くわ。」

"Can I speak to Jane?"
"She's on another line right now. Can I take a message?"

48 Can I speak to…?

49 on the line[phone]

50 right now

51 take a message

「ジェーンさんをお願いします。」　「彼女は今、別の電話に

出ています。伝言を承りましょうか？」

As far as I'm concerned, I'm willing to take any risk.

52 as far as A is 
concerned

53 be willing to do…

54 risk

動　①…を拾い上げる（put … me　down …をおろす）

　　 ②（車で）…を迎えに行く、…を（車に）乗せる
　　 （↔ drop … (off)　…を降ろす）

副　（…に向かう）途中で

動　（移動手段として）…を利用する（go by…）

(all) by oneself 副　（たった）一人で＜all は強意語＞

定　（電話で）…さんをお願いします。

形　電話中の、電話に出ている

副　ただ今＜right は強意語＞

動　伝言を受ける＜leave a message（伝言を残す）,

     have a message（伝言がある）＞

副　Ａに限って言えば、Ａに関しては（for A's part)

動　…してもいいと思う（by ready to do…）（↔be unwilling

[wIliN]      to do…/ be reluctant to do…　…することを嫌がる）

名　危険、被害[損失]を被る可能性（danger/ hazard）

[rIsk] 　　 ・take a risk　動　危険を冒す（run a risk）

　　 ・risk…　動　①…（命など）をかける[危険にさらす]

     （endanger…）②（危険を覚悟で）…する

　　 ・risky　形　危険な（dangerous）
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私に限って言えば、どんな危険を冒すこともいとわない。

Take advantage of this rare opportunity.

55 advantage

      / use…)

56 rare

57 opportunity

　　 的なチャンス＞

めったにないこの機会を利用しなさい。

When she nodded, he took her by the hand and led her to the shore.

58 nod (…)

59 take … by the 
hand [arm]

60 lead (…)

61 shore

　　 指す。＞

彼女がうなずくと、彼は彼女の手を取って海岸へと連れて

行った。

Don't take these pills on an empty stomach.

62 take…

63 pill

64 empty

65 stomach

名　利点、プラス面（↔ disadvantage 不利な点、マイナス面）

[EdvA'ntidJ] 　　 ・take advantage of… 動 　…を利用する（make use of…

形　まれな（uncommon）（↔ common よくある)

[re'Er]      ・rarely　副　めったに…ない（seldom）

名　機会、チャンス（occasion/ chance）＜opportunity は

[apErtju':nEti] 　　 「努力すれば報われる」チャンス、chance は「棚ぼた」

動　うなずく、…（頭）を縦に振る

　　 ・- 名　うなずき

動　…の手[腕]を取る[つかむ]（take hold of one's hand

    [arm]）

動　…を導く（take…）②…を率いる（direct…）

　　 ③（道などが）至る、続く＜過去・過分 led[le'd]＞

名　海岸、湖岸（beach）＜shoreは海・湖と陸の境界部分、

     coast は海に近接した比較的広い地域[沿岸地域]を

動　…（薬）を飲む

名　①錠剤（medicine）②（the - )ピル[経口避妊薬]

[pIl]

形　空っぽの（↔full 一杯の）

[e'mpti] 　　 ・- (…)　動　…を空にする、空になる

名　①胃 ②おなか

[stV'mEk] 　　 ・stomachache　名　腹痛、胃の痛み
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これらの錠剤は空腹時には服用しないこと。

"I have a sore throat and a bad cough."
"Take your temperature."

66 sore

67 throat

68 cough

69 temperature

「のどがひりひりしてせきがひどいんだ。」

「熱を測りなよ。」

形　（ひりひりして）痛い（painful）

名　のど

名　せき

　　 ・－　動　せきをする

名　①温度、体温 ②（a - )（病気の）熱

　　 ・take one's temperature　動　…（人）の体温を測る

　　 ・have a temperature　動　熱がある
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It's about time you decided what career path to take.

70 it is (about/high)
　　 過去形を用いる。＞

71 decide (…)

72 career

73 path

そろそろどんな進路に進むかを決めてもいい頃だ。

It takes time to acquire skills and knowledge in all aspects of advertising.

74 take time
、

75 acquire

76 skill

77 knowledge

78 aspect

79 advertising

広告活動のあらゆる面での技能と知識を習得するには

時間がかかる。

Take your time, and deal with the problems one by one.

80 take one's time
　　 かかる）との混同に注意＞

81 deal with…

定　もう～してよい時間だ＜通例、～節の動詞は（直接法）

time (that) ～

動　①（…を）決心する ②…を決定する

[disO'id] 　　 ・decide to do…　動　…することに決める（make up 

      one's mind to do…）

　　 ・decision　名　決定、決心

名　①（生涯続けるつもりの）職業 ②経歴（profession/ job）

[kErIEr]

名　①（目的達成への）道（way/ route/ course）②小道

[pA'T] 　　 (track/ trail)

動　時間がかかる＜It took us two hours to get there.
　　　（私たちがそこに着くまで2時間かかった。）＞

動　・・・を習得する、・・・を獲得する（gain）
[EkwO'iEr]

名　技能
[ski'l] 　　・skilled 形　熟練した、腕のいい（skillful）

名　知識
[na'lidJ]

名　（問題などを構成する）面、要素
[A'spekt]

名　広告
[A'dvErtOiziN] 　　・advertise　動　広告する

　　・advertisement　名　広告

動　慌てない、ゆっくり時間をかける＜take time（時間が

動　①…に対処する（handle…/ cope with…）②（本などが
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82 one by one

慌てずに、一つ一つ問題に対処しなさい。

Take it easy. It's no use arguing about it.

83 Take it easy.

84 it's no use[good]

85 argue (…)

いいじゃないか。そのことで口論したって無駄だよ。

We were amazed that the device was tiny but smart.

86 be amazed

87 device

88 tiny

89 smart
　　 頭の悪い）

その装置がとても小さいけれど賢いことにびっくりした。

Although Bob is frightened of insects, he studies biology.

90 frighten…

91 insect

　　 …（題材）を扱う（be about…/ be concerned with…)
   　＜過去・過分 dealt[de'lt]＞

副　一つ一つ、一人一人＜A by A で「…ずつ」の意味。

　　 参考：little by little（少しずつ）/step by step（段階を

　　 踏んで）/ day by day（日に日に）など＞

定　①気楽にやれ ②（別れの挨拶で）じゃあね

定　…しても無駄だ（there's no point doing…)＜このuse 

doing…     は名詞なので[ju':s]＞

動　①口論する（quarrel）、論争する（debate）②（- that ～)

     ～だと主張する（insist (that) ～）

　　 ・argument　名　口論（quarrel）、論争（debate）

動　とても驚く（be surprised/ be astonished)

[Eme'izd]   　 ・amazing　形　とても驚くべき、とてもすばらしい

　　　（astonishing/ incredible/ unbelievable)
     ・amazement　名　大変な驚き（astonishment)

名　装置、機器（machine)

[divO'is]

形　とても小さい（very small）（↔huge 巨大な）

[tO'ini]

形　頭のいい（intelligent/ bright/ clever）（↔stupid/ dull 

[sma':rt]

動　…をおびえさせる[びっくりさせる]
[frO'itn]      ・be frightened (of…)　動　（…を）怖がる、（…に）

　　　びっくりする（be scared (of…))
     ・frightening　形　（物事が）人をびっくりさせる

名　昆虫（bug)
[I'nsekt]
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92 biology

ボブは昆虫恐怖症だが、生物学を勉強している。

No wonder the audience was bored to death. The topic was boring.

93 (it is) no wonder

94 audience

95 bored

96 to death

97 topic

聴衆が死ぬほど退屈したのも当然だ。話題が退屈だった

から。

Now that you've gotten married, respect each other.

98

99 get married (to…)

100 respect …

あなたたちは結婚したのだから、お互いを尊重し合いなさい。

I got lost. To make matters worse, my car broke down.

名　生物学
[bOia'lEdJi] 　　 ・biological　形　生物学的な、生物学の

　　 ・biologist　名　生物学者

　　 ・biotechnology　名　生物工学、バイオテクノロジー

定　～ということも不思議ではない

(that) ～ 　　 ・wonder　名　不思議、驚き

[wV'ndEr] 　　 ・- (…)　動　…だろうか ②（…を）不思議に思う

名　（集合的に）聴衆

[c':diEns]

形　（人が）退屈している

[bc:rd] 　　 ・boring　形　（人を）うんざりさせる（dull）

　　 ・bore…　動　…を退屈させる

　　 ・boredom　名　退屈

副　①…の結果死ぬ ②（比喩的に）死ぬほど…

[de'T]

名　話題、トピック（subject)

[ta'pik]

now (that) ～ 接　さあ[もう]～なのだから（since ～/because ～）

動　（…と）結婚する（marry（…））（↔get divorced/ divorce

[mA'rid]      (…)　(…と）離婚する）

　　 ・marriage 名　結婚、結婚生活（↔divorce)

動　①…を尊重する ②…を尊敬する（look up to…)

[rispe'kt]      ・- 名　①尊敬（↔contempt 軽蔑）②尊重 ③点

　　 ・in … respect　副　…の点に関して（in …way)

     ・respectful　形　（態度などが）敬意を示す

　　 ・respectable　形　まともな（decent)
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