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101 get lost

102 to make matters 
worse

103 bread down
　　 抑えられなくなる

道に迷ってしまった。さらに悪いことに、車が故障した。

"I'm excited about getting together."
"So am I."

104 get [be] excited
(about…)

105 get together

106 So am I.
　　 （助）動詞は先行文の（助）動詞に呼応して

「みんなに会えるから、わくわくするよ。」

「わたしも。」

The negotiations have failed, so the tension will get worse.

107 negotiation

      (settle…)

108 fail(…)

　　 なる、弱まる

109 tension

110 get [become]
worse

交渉が失敗に終わったので緊張は悪化するだろう。

Our hostility toward him grew more and more intense.

動　（道に）迷う

副　さらに悪いことに（what is worse)

動　①故障する ②（交渉などが）挫折する（fail）③感情を

　　 ・bread … down　動　…を分解する

動　（…に）わくわくする[している]

     ・exciting　形　（人を）わくわくさせる（thrilling)

     ・excitement　名　興奮（状態）、わくわく（状態）

動　（友人などが）集まる、会う

　　 ・get-together　名　＜気取らない＞集まり、パーティー

定　私も（Me too.)＜So + V + 主語の語順。なお、

　　 変化する(be, have, do, will, can, shouldなど）。

　　 否定の場合はSo が Neither になる。＞

名　（通例 -s）交渉（talks/ discussion/ bargaining)

[nigouSie'iSEn]      ・negotiate(…)　動　①交渉する ②…を取りきめる

動　①失敗する（↔succeed 成功する）②（…（試験など）を）

[fe'il] 　　 落とす（flunk（…))（↔pass(…)　(…に）通る）③だめに

　　 ・failure　名　①失敗 ②失敗者 ③機能の停止 

　　　④（- to do …)　…の不履行

名　①緊張（状態）（strain）②ぴんと張ること

[te'nSEn] 　　 ・tense　形　①緊張した ②ぴんと張った（tight）

動　悪化する（worsen）（↔get better よくなる）

　　 ・make … worse　動　…を悪化させる（worsen…）
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111 hostility

112

113 more and more

114 intense

彼に対する私たちの敵意は、ますます激しくなった。

There was a myth that Japanese financial institutions would 
not go bankrupt.

115 myth

116 financial

117 institution

118 go bankrupt

日本の金融機関は潰れないという神話があった。

The reality is somewhat different from what the media describe.

119 reality

120 somewhat

121 be different from …

122 what A do …

123 medium

名　敵意（↔love 愛）

[hastIlEti] 　　 ・hostile　形　敵対的な（↔friendly 友好的な）

grow (…） 動　①成長する、大きくなる ②…になる（become…/ get…)

[gro'u]      ＜…＝形容詞＞③…を栽培する（cultivate…)

副　ますます（increasingly)

     ・-　形　ますます…の

形　（感情などが）激しい（very strong)（↔weak 弱い）

[inte'ns]

名　神話

[mIT]

形　金融の、財政的な

[fOinA'nSEl/fE-] 　　 ・finance　名　①財政、金融 ②（-s）財政状態

名　①（公共性の高い）機関、団体 ②（社会の）制度、慣習

[InstEt(j)u':Sen] 　　 ・institute　名　協会、（専門分野に特化した）機関、

　　 (研究目的の）組織

動　倒産する（go out of business)

[bA'NkrVpt]      ・bankruptcy　名　倒産

名　現実、実在すること（↔illusion 幻想）

[ri(:)A'lEti] 　　 ・real　形　現実の、本物の

　　 ・realize…　動　①…に気付く（become aware of…)

     ②…を実現する（make … real/ make … come true)

副　いくらか、多少（to some extent [degree]）

[sV'mwat]

動　…と異なる（differ from…)

定　Ａが…すること[もの]（the thing(s) that A do …)

名　媒体[新聞・テレビなど]＜複数形 media[mI:diE]＞
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124 describe…

現実はマスコミが描くものとは多少異なる。

What counts is not always visible.

125 count(…)
　　 ③数に入る、…を数に入れる

126 not always …

127 visible

重要なものが目に見えるとは限らない。

Have you made up your mind about what to do with the rest of the 
stuff?
128 mind

129 what to do…

130 do with…

131 the rest (of…)

132 stuff

Pick some at random, then put them in correct order.

133 pick …
　　 摘む

[mI:diEm] 　　 ・the (mass) media　名　マスコミ、（マス）メディア

動　…を描写する、…を（詳しく）説明する

[diskrO'ib]      ・description　名　描写

動　①重要である（be important/ matter）②（…を）数える

[kO'unt]
　　 ・count for…　動　…の価値がある＜count for more 

      [much/ nothing]などの形で用いる＞

副　いつも…とは限らない＜部分否定＞

形　目に見える（↔invisible 目に見えない）

[vIzEbl]

名　（思考・感情をつかさどる）心、頭（↔body 体）

[mO'ind] 　　 ・make up one's mind (to do …)　動　（…することを

　　 決心する（decide [be determined] (to do…))

　　 ・mind (...)　動　（…を）いやだと[不快に]思う

　　 ・mental　形　①知能の、頭を使う ②精神面の

定　…すること、…すべきこと

動　…をどうにかする[扱う]（deal with…）

名　（…の）残り

[re'st] 　　 ・rest　名　休息（break)

　　 ・- …　動　休息をとる、…を休ませる

名　ＩＦ　もの、こと（thing(s))

[stV'f]  　　・- …　動　…に[を]詰め込む（fill…)

残り物をどうするか決めた?

動　①…を選ぶ（choose…/ select…）②…をつまむ、…を
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134 at random

135 in … order

136 correct

無作為にいくつかを選び、それらを正しい順序に並べなさい。

When his biography was released, I stood in line for hours to get it.

137 biography

138 release…

139 stand in line

140 get …

彼の伝記が発売になった時、私はそれを買うために

何時間も並んだ。

副　無作為に

[rA'ndEm] 　　 ・random　形　無作為の（↔planned 計画的な）

副　…の順に

     ・out of order　形　調子が悪い、順番が狂った（↔in

      order 正常な状態[順序]の）

形　正しい、誤りがない（↔incorrect/ wrong 間違った）

[kEre'kt] 　　 ・- …　動　…を訂正する

　　 ・correction　名　訂正、訂正箇所

名　伝記

[bOia'grEfi]

動　①…を解放する（let … go/ let go of …/ set … free）

[rilI:s] 　　 ②…を発売[発表]する(bring … out/ publish…)
     ・-　名　①解放 ②（新製品などの）発売、発表

動　一列に並ぶ

動　…を買う（buy…/ purchase…)
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I'm anxious to hear from you. I miss you.

141 anxious

142 hear from …
　　 する）との混同注意＞

143 miss (…)

あなたからの連絡を心待ちにしています。あなたに

会えなくてさみしいです。

"By the way, what do you do?"
"I run a grocery store."

144 By the way

145 What do you do?

　　 混同注意＞

146 run …

147 grocery store

「ところで、お仕事は何を？」

「スーパーを経営しています。」

She leaned forward and whispered to me, "I'll come with you."

148 lean

149 whisper (…)

150 come with …

彼女は私のほうに身を寄せ、「一緒に行くわ」とささやいた。

I can't stand this mess anymore!

形　①切望して（eager）②心配している（worried)

[A'NkSEs]      ・be anxious to do …　動　…したいと切望している

　　 ・be anxious for …　動　…を切望している

　　 ・be anxious about …　動　…を心配している

動　…（人）から連絡をもらう＜hear of…(…のことを耳に

動　①（…に）当たらない（↔hit…　…に当たる）②…を捕え

[mIs] 　　 損ねる（↔catch…　…を捕える）③…がいなくて寂しい

　　 ・missing　形　行方不明の、（あるべきものが）ない

副　（話題を変えるときに）ところで、そう言えば

定　お仕事は? 普段は何をなさっているのですか？＜What

     are you doing?((ここで[そこで]何をしてるの？）との

動　…を経営[運営]する（operate …/ manage …）

名　食料雑貨店、（町の小さな）スーパー（supermarket)

[gro'usEri stc:r]      ・groceries　名　食料雑貨店

動　傾く、体を傾ける、…をもたせ掛ける

[lI:n]

動　（…と）ささやく（say (…) quietly）

[hwIspEr] 　　  ・ －　名　ささやき

動　①…と一緒に来る[行く]（accompany…）

　   ②（商品に）…がセットで付く　 （include…）
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151 stand

152 mess

153 not … anymore

このメチャクチャな状態にもう我慢できない。

Keep in mind that theories don't necessarily work in practice.

154 keep [bear] … 
in mind

155 theory

156 not necessarily

157 work

158 practice

理論というものが必ずしも実際にうまく機能するわけではないことを、

覚えておきなさい。

The other day they hired Joe, and today they fired him.

159 the other day

160 hire…

161 fire (…)
　　 

先日彼らはジョーを雇った。そして今日、彼をクビにした。

We take turns doing the dishes. This week, it's my turn.

162 take turns
 (doing…)

動　…に我慢する（put up with…/ endure… /bear…/take…)

名　①めちゃくちゃな状態[もの] ②困った事態（trouble）

[me's]      ・messy　形　散らかった（dirty）

副　もうこれ以上…しない（no longer…/ not … any longer）

動　…を覚えておく（remember…）＜節を続ける場合はkeep [bear]

　　 in mind that …＞

　　 ・have … in mind　動　…という考えを持っている

名　理論、説（principle/ law）（↔practice 実際、実行）

[TI(:)Eri] 　　 ・in theory　副　理論的には（theoretically）

副　必ずしも…ではない＜部分否定＞

[nesEse'rEli] 　　 ・necessity　名　必需品、必要（need）

動　（計画などが）うまくいく（go well）②（機械などが）（きちんと）動く

[wE':rk] 　　 （function/ run）

名　①実行、実際 ②練習（exercise）③慣習（custom）

[prA'ktis] 　　 ・in practice　副　（理論ではなく）実際には

　　 ・practice(…)　動　①（…を）練習する ②…を（習慣として）行う

　　 ・practical　形　現実的な（↔theoretical 理論的な）

副　このあいだ、先日（a few days ago/ recently）

動　…を雇う（employ…/ take …on/ recruit…)

[hO'iEr]

動　①…を解雇する（lay … off/ dismiss…）②（…を）発砲する

[fO'iEr]

動　（…を）交代でする
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163 do the dishes

164 one's turn

私たちは交代で食器を洗う。今週は僕の番だ。

I envy Tom because he is good at making friends.

165 envy …

166 be good at …

167 make friends 
(with …)

トムが羨ましい。彼は友達作りがうまいからね。

After shaking hands and exchanging greetings, they got down to business.

168 shake (…)

169 exchange …

170 greeting

171 get down to …

握手と挨拶を交わした後、彼らは仕事に取りかかった。

Grownups should encourage children to reach their potential.

172 grownup

173 encourage …

動　（食後に）食器を洗う（wash the dishes）

[dISiz]

名　…の順番　

　　 ・skip one's turn　動　…の順番を飛ばす

動　…を羨む

[e'nvi] 　　 ・-　名　①羨む気持ち ②（the - of …）…の羨望の的

動　…が上手だ（↔be bad at …　…が下手だ）

動　（…と）仲良しになる[親しくなる]

動　①…を振る ②震える（tremble)

[Se'ik]      ・shake hands　動　握手する

動　…を交換する（change …)

[i[e]kstSe'indJ]      ・exchange A for B　動　ＡをＢと交換する（change A for B）

　　 ・exchange　名　交換、取り換え（change）

名　挨拶（の言葉）

[grI:tiN] 　　 ・ greet …　動　…に挨拶する、…を迎える

動　（腰を据えて）…に取り掛かる（settle down to …)

名　大人（adult）＜grown-upとも綴る＞

[gro'unVp] 　　 ・grow up　動　大人になる（mature）

動　①…を勇気づける（↔discourage… …のやる気をなくさせる）②…を奨励する

[enkE':ridJ] 　　 （promote…）

　　 ・encourage A to do …　動　Ａに…するように励ます

　　 ・encouragement　名　励まし
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174 reach (…)

　　
175 potential

子どもがその秘めた能力を発揮できるように大人は励まして

あげるべきだ。

At last, we persuaded him to give up.

176 at last

177 persuade …

178 give (…) up

ついに私たちは彼を説得してあきらめさせた。

Please remember to let me know your departure date.

179 remember (…)

180 let A know (…)

181 departure

182 date

忘れずに出発日を教えて下さい。

"Don't forget to reply to the invitation."
"I won't."

183 Don't forget to

184 reply (…)

185 invitation

動　①（…に）達する[届く] ②…に着く（get to…）③…を伸ばす、手を伸ばす

[rI:tS] 　　  ・-　名　手の届く[認識できる]範囲

名　潜在能力、潜在性（possibilities）

[pEte'nSEl] 　　 ・-　形　潜在的な、将来有望な

副　ついに（finally/ in the end/ eventually/ ultimately）（↔at first）

動　…（人）を納得させる（convince…）

[pErswe'id] 　　 ・persuade A to do…　動　Ａ（人）を説得して…させる（talk A into

　　　doing…）（↔talk A out of doing… A（人）に…することを思いとどまらせる）

動　（…を）あきらめる、（…を）やめる（give up on…/ quite (…)/ abandon…）

動　①（…を）覚えている、（…を）覚えておく（↔forget… …を忘れる）　 

[rime'mbEr] 　　 ②（…を）思い出す（recall…）

　　 ・remember to do …　動　忘れずに…する

動　（…を）Ａに知らせる（inform A (of [about]…）

名　出発（↔arrival 到着）

[dipa':rtSEr] 　　 ・depart　動　出発する（leave)（↔arrive 到着する）

名　日付 [（○年）△月×日] ＜day は「曜日」＞

[de'it]

定　…をするのを忘れないで（Remember to do…）

do …

動　（…だと）返事をする（answer (…)/ respond）

[riplO'i] 　　 ・reply to …　動　…に返事をする（answer …）

     ・reply　名　返事（answer)

名　①招待状 ②招待

[invite'iSEn] 　　 ・invite … (to A）　動　…を（Ａに）招く（ask …(to A)）



 19

「招待状の返事を出すのを忘れちゃだめだよ。」

「ええ。」

We expected him to participate in the debate.

186 expect …

187 participate (in …)

188 debate

私たちは彼が討論に参加してくれることを期待した。

He admitted breaking into the house but denied committing murder.

189 admit …

190 bread into …

191 deny …

192 commit …

193 murder

彼はその家に押し入ったことは認めたが、殺人を犯したことに

ついては否定した。

Many immigrants have difficulty obtaining legal status.

194 immigrant

動　①…を期待する ②…だろうと思う（think...）

[i[e]kspe'kt] 　　 ・expect A to do …　動　Ａが…することを期待する

　　 ・expectation　名　①（通例 -s）期待 ②予想

　　 ・expecting　形　妊娠している（pregnant）

動　（…に）参加する（take part (in …)）

[pa:rtIsEpeit] 　　 ・participation　名　参加

名　討論（discussion）

[dibe'it] 　　 ・- (…)　動　（…について）討論する（discuss …）

動　①…を（事実だと）認める（acknowledge …）（↔deny… …を否定する）

[EdmIt] 　　 ②…（人）に入場[入学など]を許可する

　　 ・admission　名　①入場[入学など]の許可 ②認めること ③入場料

      (admission [entrance] fee）

動　①…に不法侵入する ②急に…しだす（burst into …）

動　…を否定する

[dinO'i] 　　 ・deny doing …　動　…したことはないと言う＜「過去の事実」であっても

　　　deny having done … とせず、deny doing …でも可＞

動　…（犯罪など）を犯す

[kEmIt] 　　 ・be committed to …　動　必ず…すると誓う

　　 ・commitment　名　誓約、責務

     ・commission　名　歩合、販売手数料

名　殺人（事件）

[mE':rdEr] 　　 ・commit murder　動　殺人を犯す

　　 ・murder …　動　…を殺害する（kill …）

名　（入国する）移民

[ImigrEnt] 　　 ・immigration　名　①（海外からの）移住 ②（空港などの）入国審査所
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195 have difficulty
(in) doing ...

196 obtain …

197 legal

198 status

多くの移民たちが合法的な地位を得ることに苦労している。

They are busy making arrangements for the conference.

199

200 arrangement
　　 もの

201 conference

彼らは会議の段取りで忙しい。

He spent his whole life observing wildlife.

202 spend (…)

203 whole

204 observe …

205 wildlife

　　　（immigration control）
　　 ・immigrate　動　（海外から）移住してくる

動　…することに苦労している（have trouble (in) doing …）

　　 ＜前置詞 in は省略される場合が多い＞

動 F　…を得る（get …/ gain …）

[Ebte'in]

形　法的な、合法の（↔illegal 非合法の）

[lI:gl]

名　地位、身分（position/ rank）

[stA'tEs/ste'itEs]

be busy doing … 動　…するのに忙しい、忙しく…している

名　①[-s] 準備、段取り（preparations）②取り決め ③（きれいに）配置された

[Ere'indJmEnt]
　　 ・make arrangements　動　段取りをつける、準備をする

　　 ・make an arrangement　動　取り決めをする

　　 ・arrange (…)　動　①…を整える ②（…の）段取りをつける

名　（公式の大きな）会議（meeting/ convention） ＜会社の会議などは

[ka'nfErEns] 　　  meeting＞

動　…（時間・お金）を費やす、お金を使う

[spe'nd] 　　 ・spend A doing …　動　Ａ（時間）を…に費やす

　　 ・spend A on B　動　Ａ（金）をＢに使う

形　すべての、まる…（entire）

[ho'ul] 　　 ・on the whole　副　大体において（in general）

　　 ・…as a whole　形　…を全体[一つ]として

動　①…を観察する ②…に従う（follow …/ obey …）③（観察の結果）…に

[EbzE':rv] 　　 気付く（notice…）

　　 ・observation　名　観察、（観察に基づく）所見

名　（集合的に）野生生物[動物・植物] ＜life = 「生き物」を表す。

[wO'ildlOif] 　　 参考 : marine life（海の生物）＞


	141-208

