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401 confuse …

　

彼らが混乱しないように明確な指示を与えなさい。

They need to compromise in order to put an end to the dispute.

402 compromise (…)

403

404 put an end to …

405 dispute

その論争に終止符を打つためには両者の妥協が必要だ。

In spite of numerous obstacles, he achieved his ambition.

406 in spite of …

407 numerous

408 obstacle

409 achieve …

410 ambition

多くの障害にもかかわらず、彼は自分の大きな目標を成し遂げた。

Despite threats, he stood up for justice and liberty.

411 despite …

412 threat

　　 来ない。「…しないように」と言う場合の not の位置に注意＞

動　①…を混乱させる ②…を混同する（mix … up）

[kEnfju':z] 　　 ・confusion　名　①混乱 ②混同

動　①妥協する ②…（主義など）を曲げる

[ka'mprEmOiz] 　　 ・-　名　妥協

in order to do … 副　…する目的で、…するために（so as to do …）＜節を続ける場合は 

　　 in order that ～＞

動　…を終わらせる（end…）

名　論争（argument/ quarrel/ controversy）

[dispju':t/dIspju:t] 　　 ・- (…)　動　（…について）論争する（argue(about…))

前　…にもかかわらず、…なのに（despite …)

[spO'it]

形　F （非常に）多くの（many/ a lot of …）

[nju':mErEs]

名　障害、妨げ（barrier/ hurdle/ obstruction)

[a'bstEkl]

動　…を成し遂げる（accomplish …/ attain …/ fulfill …/ win …）

[EtSI:v] 　　 ・achievement　名　①功績 ②達成、（生徒の）学力

名　①野心 ②大きな目標、夢（goal/ dream）

[AmbISEn] 　　 ・ambitious　形　野心的な

前　…にもかかわらず（in spite of …）

[dispO'it]

名　脅威、強迫

[Tre't] 　　 ・threaten …　動　…を脅かす
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413 stand up for …

414 justice

415 liberty

脅威にひるむことなく、彼は正義と自由のために立ち上がった。

From time to time, Tom entertains his clients at fancy restaurants.

416 from time to 
time

417 entertain (…)

418 client

419 fancy
　　 ＜この語を形容詞以外（動詞・名詞）で使うのはイギリス英語＞

時々、トムは自分の顧客を高級レストランで接待する。

Every now and then, I look back on my childhood.

420 (every) now and
then [again]

421 look back (on…)

422 childhood

時々、僕は自分の少年時代を振り返る。

動　…（人・権利）を守る、…のために立ち上がる（defend…/ support…）

名　①正義、公正さ（↔injustice 不正）②司法（制度）

[dJV'stis] 　　 ・justify…　動　…を正当化する

名　自由（freedom）

[lIbErti] 　　 ・liberal　形　①（政治思想が）自由主義 ②寛大な

副　時々、ふと気付いたときに（somethings/ once in a while/

　　 (every) now and then [again]/ at times/ occasionally)

動　①…を楽しませる（amuse…）②（…を）もてなす

[entErte'in] 　　 ・entertainment　名　娯楽、楽しみ（amusement）

名　（仕事の）依頼人、（専門家から助言を受ける）顧客

[klO'iEnt]

形　①派手な（decorated）②（ホテルなどが）高級な、贅沢な（fine/ luxurious）

[fA'nsi]

副　時々、たまに（sometimes/ once in a while/ at times/ from time to time/

　　 occasionally）

動　（…を）振り返る（↔look ahead (to…))（…の）未来を考える）

名　少年[少女]時代

[tSO'ildhud]
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He didn't obey the command because it was against his principles.

423 obey (…)

424 command

425 be against …

426 principle
　　  同音異綴語＞

自分の主義に反するとの理由で、彼はその命令に従わなかった。

A survey indicates most people are in favor of the proposal.

427 survey

428 indicate…

429 be in favor of…

430 proposal

ほとんどの人がその提案に賛成していることをある調査は示している。

A lot of people are opposed to the current welfare system.

431 a lot of…/ 
lots of…

432 oppose …

433 current

動　（…に）従う（follow…)
[oube'i/Ebe'i] 　　 ・obedient　形　従順な

　　 ・obedience　名　服従

名　①（指揮官などの）命令（order/ direction）②（コンピュータへの）命令

[kEmA'nd] 　　  ③指揮（権）、統率（control）
　　 ・- …　動　（軍の指揮官などが）…に命令する（order…)

動　①…に反する ②…に反対である（↔be for…　…に賛成である）

名　①原理（basics/ fundamentals）②主義、信条＜principal（主要な）と

[prInsEpl]

名　（世論などの）調査（poll）
[sE':rvei]

動　①…を示す（show…）②…を指し示す（point to…)
[Indikeit]

動　…（意見など）を支持する（support…/ favor…/ be for…）

[fe'ivEr] 　　 （↔be against…/ oppose… …に反対する）

名　①提案（suggestion）②結婚のプロポーズ

[prEpo'uzl] 　　 ・propose…　動　…を提案する（suggest…）

　　 ・propose (to…)　動　…に結婚を申し込む

形　①たくさんの（数の）…(many…/ plenty of…/ a large [great] number of…/
　　 numerous）②たくさんの（量の）…（much…/ plenty of…/ a good 
　　 [great] deal of…/ a large amount of…）

動　…に反対する

[Epo'uz] 　　 ・be opposed to…　動　…に反対である（be against…）

　　 ・opposition　名　①反対 ②反対派、野党

形　現在の（present/ existing）

[kE':rEnt] 　　 ・-　名　流れ（flow）

　　 ・currency　名　通貨、貨幣（money）
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434 welfare

多くの人々が現行の福祉制度に反対している。

In short, his political view is the opposite of ours.

435 in short

436 political

437 view

438 opposite

要するに、彼の政治に対する考えは私たちとは反対だ。

439

　　 避けられる＞

440 borrow…
 　　…を返す）

441 encyclopedia

442 look … up

443 not at all
　　 ことはありません）

444 go ahead

「百科事典を借りていい？調べなきゃいけないことがあるんだ。」

「もちろん。どうぞ。」

According to rough calculations, it will cost you less to own a house than to

名　福祉、幸福（well-being）

[we'lfeEr]

副　要するに（in a word/ to be brief/ to sum up）

形　政治の、政治的な

[pElItikl] 　　 ・politician　名　政治家

　　 ・politics　名　政治

名　①考え、見解（opinion）②眺め、視界（sight）
[vju':] 　　 ・- …　動　F …をしっかりと見る（watch…）

名　反対のもの

[a'pEzit/-sit] 　　 ・-　形　反対の

"Mind of I borrow your encyclopedia?　I need to look some thing up."
"Not at all.　Go ahead."

Mind if ～? 定　～してもいいですか？（Do you mind if ～?）＜直訳で「～したら

　　 気分を害しますか？」と覚えておけば応答のYES/NO の混乱を

動　…を借りる（↔lend … …を貸す、give … back/pay … back 
[ba'rou]

名　百科事典

[ensO`iklEpI:diE]

動　…（言葉の意味など）を調べる

　　 ・look up　動　①上を見る ②（景気などが）上向く

定　①まったく…ない（by no means）②（返答で）いや全然（そんな

動　①先に進む（proceed）②（相手に許諾を与える時に）どうぞ（Sure. 
　　 /No problem.）
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rent it.

445 according to …

446 rough
　　  正確な）

　　 ③（人生が）辛い

447 calculation

448 cost …
　　 の形をとる＞ ＜原形・過去・過分すべて同形＞

449 own …

450 rent …

大まかな計算によると、家は借りるよりも所有した方が安くつく。

I'll lend it to you as long as you take care of it.

451 lend A to …

452

453 take care of …

大切に扱ってくれるなら貸してあげるよ。

He got into his Porsche and headed for the border.

454 get into …

　　　…から降りる）

前　…によると

[Ekc':rdiN]

形　①粗い、荒れた（↔smooth なめらかな）②大まかな（↔exact
[rV'f]

　　 ・roughly　副　おおよそ（about/ approximately）

名　計算

[kA`lkjEle'iSEn] 　　 ・calculate …　動　…を計算する

動　…（お金）がかかる＜支払う人（Ａ）を示す場合は cost A … 
[kc'st]

　　 ・cost A B　動　（過ちなどが）A（人）からＢを奪う

動　…を所有する（have …/ possess …）

[o'un]

動　（使用料を払って）…を借りる

[re'nt] 　　 ・rent … (out)　動　…を有料で貸す

　　 ・rent　名　賃料、使用料

動　Aを…に貸す（lend … A）（↔borrow A from … …からＡを借りる、

[le'nd] 　　 give [pay] … back A/ give [pay] A back to … …にＡを返す）
　　 ＜過去・過分 lent [le'nt]＞

as [so] long as ～ 接　～である限り（on condition that ～/provided that ～）

動　①…を大切に扱う、…の世話をする（look after …/ care for …）

　　 ②…（仕事など）をしっかりやる（deal with …/ see to …）

　　 ・Take care (of yourself).　定　（別れの挨拶）じゃあね、元気でね

動　…に乗り込む（↔get out of …　…から降りる）

　　 ・get on …　動　…（バス・飛行機など）に乗る（board …）（↔get off …　

[乗る・降りる]
＊into [in] …↔out of …　→乗用車・タクシー

　（体をかがめて乗り込む（＝INTO）小さい箱の乗り物）
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　（床などに立って（＝ＯＮ）乗っていられる大きな乗り物）

455 head for …

456 border

彼はポルシェに乗り込み国境へと向かった。

My uncle twisted his ankle when he got off the bus in a hurry.

457 twist (…)

458 get off …

459 in a hurry [rush]

おじは慌ててバスを降りた時に足首を捻挫した。

There are few vacancies not only in permanent but also in temporary positions.

460 few
　　 いくつかの」との違いに注意＞

461 vacancy

462 not only A but
also B

463 permanent

464 temporary

465 position

終身雇用の職だけでなく、短期契約の職にも空きがほとんどない。

We used to look down on Bob, but now we look up to him.

＊on …↔off …　→電車・船・バス・飛行機・自転車

動　…に向かう（make for …/ head [go/ move] toward …）

名　国境（boundary/ frontier）
[bc':rdEr]

動　①…をねじる[ひねる]、（ものが）ねじれる ②（道路などが）

[twIst] 　　 蛇行する（wind）

動　…（バス・飛行機など）を降りる（↔get on …/ board …　…に乗る）

副　慌てて、急いで

[hE':ri/rV'S] 　　 ・be in a hurry [rush]　動　慌てている、急いでいる

形　（数が）ほとんどない[いない]＜a few＝「（数が）わずかな、

[fju':]

名　（部屋・職などの）空き

[ve'ikEnsi] 　　 ・vacant　形　（部屋・職などが）空きの

定　ＡだけでなくＢも（B as well as A)

形　永久の　（lasting/ eternal）
[pE':rmEnEnt]

形　一時的な、仮の

[te'mpEreri] 　　 ・temporarily　副　一時的に

名　①（人・物の）位置 ②立場 ③地位（rank/ starts/ standing）

[pEzISEn]  　　④（社内の）ポスト、仕事（post/ job）
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466 used to do …

467 look down on …

468 look up to …

私たちは以前はボブを見下していたけれども、今は尊敬している。

The military official appeared in court as a witness.

469 military

470 official 

471 appear

472 court
[kc':rt]

473 witness

その軍の高官は、証人として法廷に出た。

The day before yesterday Tom disappeared without a trace.

474 the day before 
yesterday

475 disappear

476 trace

おととい、何の形跡も残さずにトムが姿を消した。

The disease may cause symptoms such as fever and a dull headache.

助　以前[昔]はよく…した、かつて…だった＜be used to …
[ju':st]  　　（…慣れている)との混同注意＞

動　…（人）を見下す（despise …）（↔look up to …　…を尊敬する）

動　…を尊敬する（respect …/ admire …/ worship …）

　　 （↔look down on…　…を見下す）

形　軍の

[mIlEteri] 　　 ・the military　名　軍隊、陸軍（the armed forces）

名　（上級）公務員、役人（bureaucrat）
[EfISl] 　　 ・-　形　①公式の（formal）②公職上の

動　現れる（come into sight [view]/ emerge）（↔disappear 消える）

[EpIEr] 　　 ・appear (to be) …　動　…のように見える（seen (to be) …）

　　 ・appearance　名　①見かけ（look(s)）②現れること（emergence）

　　　（↔disappearance 消えること）

名　法廷＜the Supreme Court（最高裁判所）＞

名　目撃者、証人

[wItnEs] 　　 ・- …　動　…を目撃する（see …）

副　おととい

　　 ・the day after tomorrow　副　あさって

動　姿を消す（go out of sight/ vanish/ fade (away)）
[disEpIEr] 　　 ・disappearance　名　消えてなくなること

名　跡、形跡（sign）

[tre'is] 　　 ・- …　動　…を辿る、…をトレース[透写]する
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477 disease

478 cause …
[kc':z]

479 symptom

480 such as …

481 fever

482 dull

483 ache
 　　 （歯痛）など＞

その病気は高熱や鈍い頭痛などの症状を引き起こすことがある。

We will give you a discount if you purchase in quantity.

484 give … a 
discount 　　 なりませんか？）＞

485 purchase (…)

486 quantity

大量に購入される場合は割引致します。

The host is impatient because the guest of honor hasn't shown up yet.

487 host
　　　ホステスという意味ではない＞

488 impatient

489 guest

490 honor

名　病気（illness/ sickness）
[dizI:z]

動　…を引き起こす（bring …）

　　 ・-　名　①原因、理由 ②理由、目的

名　兆候、症状（sign/ indication）

[sImptEm]

前　…とか[みたいな]（for example [instance]）

名　①（病気による）高熱 ②熱狂（great excitement）
[fI:vEr]

形　①鈍い（↔sharp 鋭い）、（色が）くすんだ（↔shiny 輝いた）

[dV'l] 　　 ②退屈な（boring）

名　（通例複合語で）…痛＜stomachache（胃痛）、toothache
[e'ik]

動　…（客）に割引をしてあげる＜Can you give me a discount?（安く

[dIskOunt]

動　F （…を）購入する（buy …/ get …/ acquire …）

[pE':rtSEs] 　　 ・-　名　Ｆ ①購入 ②購入品

名　①量（↔quality 質）②分量、数量（amount/ number）
[kwa'ntEti] 　　 ・in quantity [large quantities]　副　多量に、大量に

名　（男性）主催者、司会進行役＜女性はhostess。日本語のホスト・

[ho'ust]

形　せっかちな（↔patient 辛抱強い）

[impe'iSEnt]

名　（招待された）　客、（ホテルなどの）宿泊客＜guest of honor
[ge'st] 　　　（主賓）＞

名　①名誉 ②敬意
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491 show up

主賓がまだ姿を見せないので、主催者はやきもきしている。

[a'nEr] 　　 ・in honor of …　前　…に敬意を表して

　　 ・honor …　動　…に敬意を表す

動　（待っていた人が）姿を見せる（turn up/ appear/ arrive）
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They are working behind the scenes to avoid unnecessary conflicts.

492 scene

493 avoid …

494 unnecessary

495 conflict

無用な対立を避けるために、彼らが背後で動いている。

Everyone will object if such an ugly object is put up here.

496 object (to…)

497 ugly

498 object

499 put …up
　　 場所に張り出す

そんなに醜いものがここに建てられたら、誰だって反対する。

The building is laid out so that it won't ruin the landscape.

500 lay …

501 so (that) A will 
do …

502 ruin …

503 landscape

名　①（事件などの）現場 ②（劇などの）場面 ③景色（view）

[sI:n] 　　 ・behind the scenes　副　背後で

動　…を避ける（keep [stay] away from …）

[Evc'id]

形　不必要な（↔necessary　必要な）

[Vnne'sEseri]

名　（意見などの）衝突、対立（fight/ clash）

[ka'nflikt]

動　（…に）反対する（be against…/ oppose …）

[EbdJe'kt] 　　 ・object (that) ～　動　～だと言って反対する

　　 ・objection　名　反対意見、異議（disagreement）

形　①醜い、不格好な（↔beautiful　美しい）②とても不快な

[V'gli] 　　 （very unpleasant）（↔pleasant 快い）

名　①物体（thing）②対象、的 ③目的（aim/ purpose）

[a'bdJikt]

動　①…（細長いもの）を建てる（build…/ erect…）②…を目立つ

動　①…を（そっと）置く[敷く]（put）②…（卵）を産む

[le'i] 　　 ・lay … out　動　①…を広げる[並べる]（spread … out）②…を

　　  設計する ③IF　…（大金）をぱっと使う

定　Ａが…するように＜that 以下の文が否定文の場合、will not do…

　　 ではなく do not do … でも可＞

動　…をだめにする（spoil…）、…を崩壊させる（destroy…）

[ru':in] 　　 ・ruin　名　瓦礫の山、崩壊

名　①風景、景観（scenery）②展望、状況

[lA'ndske'ip]
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その建物は景観を損なわないように設計されている。

He lay down on his side with his knees bent.

504 lie
　　 自動詞にあたる＞

505 on one's side

　　 ついて）＞

506 with A B

507 knee

508 bend (…)

彼はひざを曲げた状態で横向きに寝た。

Everybody accused me of telling lie. But I swear I didn't !

509 accuse … 
(of A)

510 tell a lie

511 swear (…)

みんなは僕が嘘をついたと責めたけど、僕は誓って嘘はついていない。

The wages are not likely to rise, so I might as well quit right away.

512 wages

513 likely

動　①横たわる ②前面に広がる＜lay… （…を（そっと）置く）の

[lO'i]

副　横向きに寝て＜脇腹（side）を床に接した状態（on）で。

　　 参考： on one's back（仰向けに）、on one's knees（ひざを

前　①ＡがＢという状況で ②ＡがＢなので＜付帯状況構文。ＡとＢの

　　 間にbe動詞を入れて考える＞

名　ひざ（頭）＜日本語の「手をひざの上に…」と言う時の「ひざ

[nI:] 　　 （ももの上側）」はlap[lA'p]＞
　　 ・kneel　動　ひざをつく

動　①曲がる、…を曲げる ②体を前に曲げる＜過去・過分 bent

[be'nd] 　　 [be'nt]＞
　　 ・-　名　①曲げること ②曲がった部分

動　（Ａの理由で）…を責める（blame … (for A))、（Ａの自由で）

[Ekju':z] 　　（法的に） …を訴える（charge … (with A))

[lO'i] 動　嘘をつく（lie）（↔tell the truth 真実を述べる）

[swe'Er] 動　①ののしる、汚い言葉を吐く（curse）②（…を）誓う＜過去 swore

　　 [swc':r]/過分 sworn[swc':rn]＞

名　（時給で計算される）給料、賃金（pay/ salary）

[we'idJiz]

形　ありそうな（probable）（↔unlikely ありそうにない)

[lO'ikli] 　　 ・be likely to do… 動　…しそうだ
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