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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）＞
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彼は全生涯を野生生物の観察に費やした。

He stayed up late preparing for the trip.

206 stay up (late)

207 prepare (…)

208 trip
　　 来る」行為に広く使える語＞

彼は旅行の準備で遅くまで起きていた。

動　（遅くまで）夜更かしする

     ・stay up (late) doing …　動　（遅くまで）寝ないで…する

動　（…を）準備する（get … ready/ fix …/ arrange …)

[pripe'Er]      ・prepare for …　動　…のための準備をする（get ready for …/ make 

　　　 preparations for …)
　　 ・preparation　名　準備

名　旅行（journey）、外出＜海外旅行から近所への外出まで、「行って帰って

[trIp]
　　 ・take a trip　動　旅行する
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The president could not bring about a solution to the economic crisis.

209 president

210 bring about …

211 solution (to …)

212 economic

213 crisis

大統領は経済危機に解決をもたらすことができなかった。

Many historic discoveries come about by accident.

214 historic

215 discovery

216 come about

217 by accident
　　 故意に）

歴史的な発見の多くは偶然の産物だ。

I'm proud of my profession, which is rewarding and brings out the best in me.

218 be proud of …

219 profession
      職業＞

220 rewarding

名　①大統領 ②社長

[pre'zidEnt]

動　…（変化など）をもたらす（make … happen）

名　（…の）解決（策）、解答（answer）

[sElu':SEn] 　　 ・solve …　動　…を解く、…を解決する（find an answer to …/ figure …

      out/ work …out）

形　経済の

[ekEna'mik] 　　 ・economy　名　経済

　　 ・economical　形　経済的な、省エネ型の

名　危機 ＜複数形は crises [krO'isi:z]＞
[krO'isis] 　　 ・critical　形　①重大な（important/ crucial）②危機的な（dangerous/ 

       serious）③批判的な

形　歴史的（に重要）な

[histc'(:)rik] 　　 ・historical　形　歴史に関する

名　発見（finding）

[diskV'vEri] 　　 ・discover …　動　…を発見する（find … out）

動　起こる（happen/ occur）

副　偶然に、過失で（accidentally/ by chance）（↔ on purpose/ deliberately

[A'ksEdEnt]

動　…を誇りに思っている

[prO'ud]      ・pride　名　誇り

名　職業（job/ occupation）＜特に、高度な知識や専門技術を要求される

[prEfe'SEn]
　　 ・professional　形　本職の、（職業が）専門的な

　　 ・professor　名　教授

形　やりがいのある、（行為が）報われる（challenging）

[riwc':rdiN] 　　 ・reward　名　報酬、見返り

　　 ・- …　動　…に報いる



 23

221 bring … out 

自分の職業に誇りを持っています。やりがいのある、私の一番良いところを

引き出せる仕事です。

Japan has a huge national debt of more than seven trillion dollars.

222 huge

223 national
　　  ②国立の

224 debt

225 trillion

日本は７兆ドル以上という膨大な国の借金を抱えている。

So far, 521,325 signatures have been collected.

226 so far

227 signature

228 collect (…)

He claims that two-thirds of the property belongs to him.

229 claim …

230 two-thirds

231 property

232 belong to …

動　①…（製品・出版物）を出す（release…/ publish…）②…（才能など）を引

　　 き出す

形　非常に大きな（tremendous/ enormous/ massive/ immense）

[hju':dJ]

形　①国の、国内の（domestic）（↔international 世界の、local 地方の）

[nA'SEnl]
　　 ・nation　名　①国（country/ state）②国民（people）

　　 ・nationality　名　国籍

名　借金

[de't] 　　 ・be in debt　動　借金がある

名　１兆

[trIljEn]

副　現在までに（until now/ up to now/ to date）

名　署名、サイン＜有名人のサインはautograph [c':tEgrAf]＞
[sIgnEtSEr] 　　 ・sign (…)　動　①（…に）署名する ②（…を）手話で伝える

動　…を集める[収集する]、集まる(gather (…))＜correct [kEre'kt]
[kEle'kt] 　　 (正しい)＞

　　 ・collection　名　集めること、集めたもの

現在までに521,325名分の署名が集まった。

動　①（事実は）…だと主張する（assert …）②…を（正当な権利として）要求

[kle'im] 　　 する（demand…）

　　 ・-　名　①主張 ②（賠償）請求 ③権利（right）

名　３分の２＜-（ハイフン）は付けなくてもＯＫ＞

[tu:TE:rdz] 　　 ・-　形　３分の２の…＜-（ハイフン）を付ける＞

名　①財産、不動産 ②特性（quality/ characteristic）

[pra'pErti] 　　 ・intellectual property　名　知的所有権[特許権など]

動　①…の所有物である ②…に所属する
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彼はその不動産の３分の２は自分のものであると主張している。

This stream isn't shallow. It's five feet deep.

233 stream

234 shallow

235 foot

236 … deep 
[in depth]

This package weighs two pounds, more or less.

237 package

238 weigh …

239 pound

240 more or less

The earth is approximately twice as large as Mars.

241 approximately

242 twice as large 
as …

243 Mars

[bilc'(:)N] 　　 ・belongings　名　所持品（things/ possessions）

名　①小川（small river）②流れ（flow/ current）

[strI:m]

形　浅い、浅はかな（superficial）（↔deep/ profound　深い）

[SA'lou]

名　①足 ②[長さの単位]フィート[記号： ft.]＜複数形 feet＞

[fu't]

形　深さが…、奥行きが… ＜… in depth の方は堅い言い方。

　　 参考： 5 feet long、　5 feet in length （長さ５フィート）
[dI:p/de'pT] 　　　　　　  5 feet high [tall]、　5 feet in height （高さ５フィート）

　　　　　　　10 meters wide、　10 meters in width （幅10メートル）＞

この小川は浅くはない。深さが5フィートある。

名　{米} 小包、包み（{英} parcel）②（製品の）１パック ③包装容器

[pA'kidJ]

動　①…の重さがある（be … in weight）②…の重さを量る

[we'i] 　　 ・weight　名　①重さ ②重いもの、おもり

名　①（重量単位）ポンド ②（イギリスの貨幣単位）ポンド

[pO'und]

副　だいたい（almost/ nearly/ approximately/ roughly）

この小包の重さはだいたい2ポンドです。

副　ほぼ、およそ（about/ roughly/ around）（↔exactly/ precisely ぴったり）

[Epra'ksEmEtli] 　　 ・approximate　形　おおよその

定　…の2倍の大きさの＜twice、large の部分を入れ換えて活用する。

　　 2倍を超える場合は times（倍）を用いる。

　　 例： three times as high as …　（…の3倍の高さの）＞

名　火星

[ma':rz]

地球は火星のほぼ2倍の大きさだ。
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I came across an article about my favorite novel and tore it out.

244 come across …

245 article

246 favorite

247 novel

248 tear (…)

お気に入りの小説に関する記事を偶然見つけたので切り抜いた。

Can you pick out some items that will go with these pants?

249 pick …out

250 item

251 go with …

252 pants

このパンツに合うものをいくつか選んでもらえますか？

He fainted and was barely breathing.

253 faint

254 barely

255 breathe

動　偶然…を見つける[に出会う]（run across …/ run [bump] into …/

　　 find [meet] …by chance） 

名　①記事（item/ column）②品物、（同種の物の）１個[１点]（item/ thing/ 

[a':rtikl] 　　 piece）③（契約などの）条項

形　（一番）お気に入りの

[fe'ivErEt] 　　 ・-　名　（一番の）お気に入り

　　 ・favorable　形　（状況などが）有利な、望ましい

　　 ・favor　名　①親切な行為 ②好意的な態度、支持

名　（長編）小説＜短編小説は short story＞

[na'vl] 　　 ・novel　形　斬新な（new）

動　①…を破く、破ける ②…を引きはがす＜過去 tore [tc':r]/
[te'Er] 　　 過分 torn [tc':rn]＞

　　 ・-　名　裂け目、ほころび

動　①…を選び出す（single … out）②（たくさんの中から）…を見つけ出す

　　 （recognize…）

名　①品目、もの（article/ thing）②記事、ニュース（news item/ article）

[O'itEm]

動　①（装飾品などが）…（服など）に合う（match…）②…（異性）と付き合う

　　 （go out with…/ see …)

名　①{米}（男女用とも）（洋服の）パンツ、ズボン（{英} trousers）

[pA'nts] 　　 ②{英}（男性用下着の）パンツ

動　気を失う（pass out）（↔come to/ come around 意識を回復する）

[fe'int] 　　 ・-　形　①かすかな ②気を失いそうな

副　何とか…（する）、かろうじて…(only just…）＜ぎりぎりの肯定を表す＞

[be'Erli] 　　 ・bare　形　（一部が）露出した、むき出しの（naked）

動　呼吸する、…を吸う[吐く]＜breeze [brI:z]（そよ風）＞

[brI:D] 　　 ・breath [bre'T]　名　呼吸

　　 ・take a breath　動　呼吸する
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彼は気を失い、呼吸をするのもやっとだった。

He advised her not to make any comment to the press for the time being.

256 advise A to do …

257 comment

258 press

259 for the time being

彼は彼女に当分の間は報道陣に対して一切コメントしないよう彼女に

忠告した。

At present, there is not sufficient evidence to prove that he is guilty.

260 present

261 sufficient

262 evidence

263 prove …

264 guilty

現時点では、彼が有罪であることを立証する十分な証拠がない。

If exports exceed imports, the trade balance will be a surplus.

265 export

動　Ａに…するよう助言[忠告]する（recommend (that) A (should) do …)

[EdvO'iz] 　　 ・advice [EdvO'is]　名　助言、忠告

名　コメント、見解（remark/ opinion）

[ka'ment] 　　 ・make a comment (on/ about)　動　（…について）コメントする[見解を

　　　述べる]（comment (on …)）

名　①押すこと（push）②（the -）報道陣[機関] ③アイロンをかけること

[pre's]

副　当分の間は（for now/ for the present）

名　①贈り物 ②（the -）現在

[pre'znt] 　　 ・at present　副　Ｆ 現時点で（right now）

　　 ・present　形　①現在の ② Ｆ （その場に）いる

　　 ・presence　名　（そこに）いること（↔absence　不在）

　　 ・present …　動　①…を[に]贈呈する ②…を提示する

　　 ・presentation　名　①発表 ②贈呈

形　Ｆ 十分な（enough/ adequate）（↔insufficient/ inadequate 不十分な）

[sEfISEnt]

名　証拠、（事実を示す）形跡（proof/ sign)

[e'vEdEns] 　　 ・evident　形　明白な（obvious/ clear）

動　…を証明[立証]する

[pru':v] 　　 ・proof　名　証明、証拠（evidence）

形　①有罪の（↔innocent 潔白の） ②申し訳なく思う

[gIlti] 　　 ・guilt　名　①有罪（↔innocence 無罪） ②罪悪感

名　①輸出 ②（-s）輸出品、輸出額

[e'kspc:rt] 　　 ・- …　動　…を輸出する
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266 exceed …

267 import

268 trade

269 balance

270 surplus

輸出額が輸入額を上回れば、貿易収支は黒字になる。

I don't think Japan needs to increase its defense budget.

271 increase (…)
　　 減らす、減る）

272 defense

273 budget

日本は防衛予算を増やす必要はないと、私は思います。

The organization is suspected of supplying weapons to the rebels.

274 organization

275 suspect …

276 supply A (to B)

動　…を超える

[i[e]ksI:d] 　　 ・excessive　形　過度の（too much)

　　 ・excess　名　過度、過剰

名　①輸入 ②（-s）輸入品、輸入額

[Impc:rt] 　　 ・- …　動　…を輸入する

名　①貿易 ②交換、トレード

[tre'id] 　　 ・trade (…)　動　①貿易する ②…を交換する

名　①均衡 ②収支

[bA'lEns] 　　 ・- (…)　動　…を均衡させる、均衡する

名　黒字（↔deficit 赤字）②余剰、超過

[sE':rplVs] 　　 ・-　形　余剰の、超過した（extra）

動　…を増やす（raise…）、増える（rise/grow/go up)（↔decrease(…) …を

[inkrI:s]
　　 ・-　名　増加（rise)（↔decrease/ fall　減少）

名　防衛、防御（↔attack 攻撃）

[dife'ns] 　　 ・defend…　動　…を守る（↔attack … …を攻める）

名　予算（案）

[bV'dJit]

名　①組織、団体 ②組織化

[c':rgEnOize'iSEn 　　 ・organize…　動　①…を組織化する（form …）②…をきちんと整理する

/-nE-] 　　　（fix …(up)/arrange …）

　　 ・organ　名　①（動植物の）器官、臓器 ②オルガン

　　 ・organism　名　有機体、(微）生物（life）

動　①…を疑う ②（本当は）…ではないかと思う

[sEspe'kt] 　　 ・suspect A of B　動　ＡにＢの容疑をかける

　　 ・suspect　名　容疑者

　　 ・suspicious　形　怪しい、不審な

動　Ａを（Ｂに）供給する（supply B (with A))

[sEplO'i]  　　・supply　名　①供給 ②（supplies）必需品
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277 weapon

278 rebel

その組織は反乱軍に武器を供給している疑いが持たれている。

名　兵器、凶器

[we'pEn]

名　（体制などに対する）反抗者、反乱兵

[re'bEl] 　　 ・-　動　反乱を起こす
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This new method will no doubt replace conventional technology.

279 method

280
doubt

281
replace …

282
conventional

283
technology

この新しい方法はたぶん従来の技術に取って代わるだろう。

To be honest, I'm not getting along with my neighbors.

284 honest

285 get along (well) 
with …

286 neighbor

正直なところ、私は近所の人とうまくいってない。

He majored in educational psychology.

287 major in …

288 educational

289 psychology

彼は教育心理学を専攻した。

名　（体系的な）方法（way）

[me'TEd] 　　 ・methodical　形　秩序だった（systematic）

名　疑い、疑念

[dO'ut] 　　 ・no doubt　副　たぶん、きっと（probably/ certainly）

　　 ・doubt …　動　…を疑う、...が本当だとは思えない

動　…に取って代わる（take the place of …）

[riple'is] 　　 ・replacement　名　置き換え、代わりのもの

形　従来の、因習的な（traditional/ commonplace）

[kEnve'nSEnEl] 　　 ・convention　名　①慣習（custom）②（公式の）大会議、大集会

       （conference/meeting)

名　（科学）技術

[tekna'lEdJi] 　　 ・technological　形　（科学）技術の

形　誠実な、正直な（↔dishonest 不誠実な）

[a'nEst] 　　 ・to be honest (with you)　副　正直に言うと（to tell (you) the truth)

　　 ・honesty　名　誠実（integrity）（↔dishonesty 不誠実）

動　…（人）とうまくやっていく（have a good relationship with …/

     be on good terms with …）

名　隣人、隣国（の人）

[ne'ibEr] 　　 ・neighborhood　名　近所（の人々）

動　…を専攻する（one's major is …）

[me'idJEr]

形　教育の

[e'dJEke'iSEn]  　　・education　名　教育

　　 ・educate …　動　…を教育する（teach …）

名　①心理学 ②（人の）心理

[sOika'lEdJi] 　　 ・psychological　形　心理的な、心理学上の

　　 ・psychologist　名　心理学者
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It's tough to convince people who resist change.

290 tough

291 convince …

292 resist (…)

変化に抵抗する人たちを納得させるのは大変だ。

Tom is extremely talented, but many consider him to be slightly odd.

293 extremely

294 talented

295 consider …

296 slightly

297 odd

トムはすごい才能の持ち主だが、多くの人は彼のことを少し変わり者

だと思っている。

Modesty is regarded as a virtue.

298 modesty

299 regard A as B

300 virtue

形　①（対処が）難しい（difficult）②粘り強い、（肉が）堅い 

[tV'f] 　　 ③（規則などが）厳しい（strict/ severe）

動　…（人）を納得させる（persuade …）

[kEnvIns] 　　 ・convince A to do …　動　Ａに…するよう納得させる

　　 ・be convinced of …　動　…を確信している

動　①（…に）抵抗する ②…（熱など）に耐える

[rizIst] 　　 ・resistance　名　抵抗

副　極めて（very）

[i[e]kstrI:mli] 　　 ・extreme　形　極端な、極度の

　　 ・-　名　極度、極端

形　才能のある

[tA'lEntid] 　　 ・talent　名　才能[能力]（ability/ skill）

動　①…をよく考える ②…を考慮に入れる

[kEnsIdEr] 　　 ・consider A (to be) B　動　ＡをＢだと考える（think of [look on]

       A as B/regard A as B）

　　 ・consideration　名　①熟考 ②思いやり

　　 ・considerable　形　かなりの（large/ substantial）

副　わずかに（a little）

[slO'itli] 　　 ・slight　形　わずかな（very small）

形　①奇妙な（strange/ peculiar/ funny/ weird）②奇数の（↔even 偶数の）

[a'd]

名　謙遜、控え目

[ma'dEsti] 　　 ・modest　形　謙虚な、控え目な（humble）

動　ＡをＢだと考える（think of A as B/ consider A (to be) B/ look on A 

[riga':rd]      as B）

名　美徳、正しい[良い]こと（↔vice 悪いこと）

[vE':rtSu:]
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謙遜は美徳であると考えられている。

Japan must get rid of the regulations that restrict innovation.

301 get rid of …
      eliminate…)

302 regulation

303 restrict …

       設けること）

304 innovation

日本は技術革新を制限している規制を取り除かなければならない。

Try this liquid to remove stains from the surface.

305 liquid

306 remove …

307 stain

308 surface

表面のしみをとるならこの液体を試してみて下さい。

Nick set up an investment firm after he graduated from college.

309 set … up

310 investment

311 firm

312 graduate (from…)

313 college

動　…を取り除く、…から解放される（remove…/ throw … away/

[rId]

名　①（-s）（法制化された）規制（rules）②規制すること

[re'gjEle'iSEn] 　　 ・regulate …　動　①…を（法律で）規制する（control …）②…（温度など）

　　　を調節する（adjust…）

動　…を制限する（limit …）

[ristrIkt] 　　 ・restriction　名　①（-s）（設けられた）制限（limitations）②制限（を

名　（技術などの）革新、革新的な製品[アイデア・方法]

[inEve'iSEn] 　　 ・innovate　動　革新する

名　液体＜solid（固体）、gas（気体）＞

[lIkwid]

動　…を取り除く（get rid of …）

[rimu':v] 　　 ・removal　名　取り除くこと

名　しみ（mark）

[ste'in] 　　 ・- (…)　動　…にしみをつける、しみがつく

名　表面、水面

[sE':rfis] 　　 ・on the surface　副　表面上は、うわべは

動　①…を設立する（establish …）②…（石碑など）を建てる（erect …）

　　  ③…（装置など）を使えるように準備する

名　投資

[inve'stmEnt] 　　 ・invest (…) (in A)　動　（…を)（Ａに）投資する

名　会社、事務所（company）

[fE':rm] 　　 ・firm　形　しっかりした、固い（hard/ solid）

動　（…（大学）を）卒業する＜米語では高校を卒業する場合にも用いる＞

[grA'dJueit] 　　 ・graduation　名　卒業

名　大学（university）＜米語では総合大学でも college で言い表すのが
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