
 49

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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514 rise

515 might as well 
do …

516 quit (…)
　　 過去・過分すべて同形＞

517 right away

給料も上がりそうにないし、今すぐにでも辞めた方がましだ。

We won't allow the government to raise taxes any further.

518 allow …

519 government

520 raise …

521 tax

522 further

政府がこれ以上の増税をすることを私たちは許しません。

Controversy arose over the origin of the solar system.

523 controversy

524 arise

525 origin

526 solar

動　①上がる（go up）②立ち上がる（stand up）③（太陽が）昇る

[rO'iz] 　　 （↔set 沈む）

　　 ・-　名　上昇（↔fall 下降）

助　…するほうが（まだ）ましだ、…するのもいいかもしれない

動　①（...を）やめる（give (…) up）②（…（仕事）を）辞める＜原形・

[kwIt]

副　すぐに、ただちに（right now/ immediately/ at once）

動　① …（人）に許す、…（行為）を許す（let …/ permit…）②…

[ElO'u] 　　 （予備の時間など）をみておく

　　 ・allow A to do …　動　Ａに…することを許す

名　政府（administration）

[gV'vErnmEnt] 　　 ・govern (…)　動　（…（国家など）を）運営する

動　①…を上げる ②…を育てる（bring … up）③…（賃金など）を

[re'iz] 　　 集める（collect …）④…を提起する

名　税金

[tA'ks]

副　①なお一層（more）②さらに先に

[fE':rDEr] 　　 ・-　形　①なお一層の（more）②さらに先の

名　（社会的な）論争（dispute/ argument/ discussion）

[ka'ntrEvE':rsi]

動　（問題などが）起こる、生じる（happen/ occur/ come about/

[ErO'iz] 　　  come up）

名　起源、生まれ（birth/ genesis)

[c'ridJin] 　　 ・original　形　①もともとの（initial/ first）②原作の ③独創的な

　　 （unique）

　　 ・-　名　原物、原本（↔copy　複製品）

形　太陽の



 52

太陽系の起源をめぐって論争が持ち上がった。

In general, people respond better to praise than to criticism.

527 general

528 respond (to …)

529 praise

530 criticism

一般的に、人に対しては批判するよりもほめる方が効果的だ。

The moment he referred to it, she burst into tears and turned away.

531

532 refer to …

533 burst into…

534 turn away

彼がそのことを口にした途端、彼女は急に泣き出して顔をそむけた。

This chart illustrates how your brain reacts to stimuli.

535 chart
　　 （音楽の）ヒットチャート

536 illustrate …

[so'ulEr] 　　 ・solar system　名　（the -）太陽系

形　全般的な、世間一般の

[dJe'nErEl] 　　 ・in general　副　一般的に（generally (speaking)/ as a (general) 

　　　 rule/ on the whole/ by and large)
　　 ・generally　副　一般的に

動　①（…に）（よい）反応[効果]を示す（react (to…)）②Ｆ（…に）

[rispa'nd] 　　 返答する（answer（…）/reply (…)）
　　 ・response (to …)　名　（…に対する）反応、返答

名　称賛、ほめること（admire…）

[pre'iz] 　　 ・- …　動　…を称賛する（admire …）

名　批判、非難

[krItEsizm] 　　 ・criticize (…(for A))　動　（…を（Ａのことで））批判する

　　 ・critic　名　批評家、評論家

the moment ～ 接　～した瞬間、～するとすぐに（as soon as ～）

[mo'umEnt]

動　①…を参照する（look at…/ consult…）②…のことについて言う

[rifE':r] 　　 （mention…）

　　 ・refer to A as B　動　ＡをＢと呼ぶ（call A B)

　　 ・reference　名　①参照、参考 ②言及

動　突然…の状態になる＜burst into tears[laughter]（突然泣き出す

[bE':rst] 　　[笑い出す]）＞＜原形・過去・過分すべて同形＞

動　顔をそむける、立ち去る

名　①図、表（picture/ graph/ diagram/ table/ figure）②（the -s）

[tSa':rt]

動　①（図表などを示して）…を説明する（explain …）②…（本など）に
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　　 イラストを入れる

537 brain

538 react (to …)

539 stimulus

この図は脳がどのように刺激に反応するかを示しています。

The party's policy has been polished to appeal to the middle class.

540 party

541 policy

542 polish …

543 appeal to …

544 class

中流階級の人々に訴えるために、その党の政策は磨きがかけられた。

She's flexible and capable of adjusting to any circumstance.

545 flexible

546 be capable of …

547 adjust ..

548 circumstance

[IlEstreit]
　　 ・illustration　名　①イラスト ②実例（example）

名　①脳 ②（通例 -s）頭脳（intelligence)

[bre'in]

動　（…に）反応する

[ri(:)A'kt] 　　 ・reaction　名　反応

名　刺激＜複数形は stimuli[stImjElOi]＞
[stImjElEs] 　　 ・stimulate …　動　…を刺激する

名　①パーティ ②政党 ③（契約などの）当事者 ④グループ（group）

[pa':rti]

名　①政策、方針（plan/ strategy）②保険証書（insurance policy）

[pa'lEsi]

動　…を磨く＜「歯を磨く」は brush one's teeth＞

[pa'liS]

動　…に訴える、…の心に訴える

[EpI:l] 　　 ・appeal (…)　動　（…を）控訴[上訴]する

　　 ・-　名　①訴え ②魅力 ③控訴、上告

名　①（学校の）クラス、授業 ②階級

[klA's]

形　柔軟な（↔inflexible 柔軟性のない）

[fle'ksEbl] 　　 ・flexibility　名　柔軟性

動　…できる、…をしかねない（can do …）（↔cannot do …/

[ke'ipEbl] 　　  be incapable of (doing) …　…できない）

動　…を調節する（set …/ adapt …）

[EdJV'st] 　　 ・adjust to …　動　…に順応する（get used to …/ 

　　　 adapt to …）

　　 ・adjustment　名　調整、調節

名　状況、事情（situation/ conditions）
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　　　現状では

彼女は柔軟な人間で、どんな状況にも合わせることができる。

The species that cannot adapt to climate change will become extinct.

549 species

550 adapt …
　　 （…を採用する）＞

551 climate

552 extinct

気候の変化に順応できない種は絶滅するだろう。

I felt sort of nervous at first, but I soon got used to it.

553 sort [kind] of 

554 nervous

555 at first

556 get [be] used 
to …

最初はちょっと神経質になっていたけれど、すぐにそのことに慣れた。

First of all, notes should be brief and to the point.

557 first of all

558 note

[sE':rkEmstAns] 　　 ・under the circumstances　副　このような[そのような]状況下では、

名　（生物の）種（kind/ breed/ type）＜単・複同形＞

[spI:Si:z]

動　…を（目的に合うように）変える（adjust …）＜adopt …[Eda'pt]
[EdA'pt]

名　①気候 ②（経済的・社会的）情勢（situation/ conditions）

[klO'imEt]

形　（生物が）絶滅した

[i[e]kstInkt] 　　 ・become extinct　動　絶滅する（die out）

　　 ・extinction　名　（生物などの）絶滅

副 IF　ちょっと、何か（a little/ somewhat/ rather）

[sc':rt/kO'ind]

形　①神経質な、不安な（worried/ tense/ uneasy）②神経の

[nE':rvEs] 　　 ・nerve　名　①神経 ②（-s）神経過敏 ③度胸

副　最初は（in the beginning）（↔at last 最後には）

動　…に慣れる[慣れている]（become [be] accustomed to …)＜used

　　 to do… （以前は…した）との混同に注意＞

[ju':st]

副　何よりもまず（to begin [start] with/ in the first place/ first）

名　①メモ、短い手紙（memo/ short letter）②注、注釈 ③音符

[no'ut] 　　 ・take notes　動　（授業などの）ノートをとる

　　 ・note …　動　①…に気付く（notice…）②…に言及する（mention…）
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559 brief

560 to the point

何よりもまず、メモは簡潔で要領を得ていなければならない。

形　①短時間の（short）②簡潔な（concise）

[brI:f]

形　要領を得た（↔beside the point 的外れの）
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This machine is superior to previous ones in many features.
What's more, it's less expensive.

561 superior

562 previous

563 feature

564 what's more

565 expensive

　　 用いる＞

この装置は以前のものよりも多くの点で優れている。

その上、価格も割安だ。

All nuclear facilities are subject to inspection.

566 nuclear

567 facility

568 be subject to…

569 inspection

すべての核施設は検査を受け入れなくてはならない。

If you are sensitive to local customs, the people will accept you.

570 sensitive

571 local

572 custom

形　優れた（better）（↔inferior 劣った）

[sEpIEriEr] 　　 ・be superior to…　動　…よりも優れている（be better than…）

　　　（↔be inferior to… …よりも劣っている）

形　（時間・順序的に）その前の

[prI:viEs] 　　 ・previously　副　以前に（formerly）

名　特徴、目立つ点

[fI:tSEr]

副　おまけに、その上（moreover/ furthermore/ in addition）

形　（品物の）値段が高い（↔cheap/ inexpensive 安価な）＜The price 

[i[e]kspe'nsiv] 　　 is expensive. とは言わない。値段などの「高い/安い」は high/low を

形　核の、原子力の（atomic）

[nju':kliEr]

名　施設

[fEsIlEti]

動　①…を受ける場合がある ②…を受ける必要がある、…に

[sV'bkJikt] 　　 従わなければならない＜… = 名詞[動名詞]＞

名　（綿密な）検査（check/ examination）

[inspe'kSEn] 　　 ・inspect…　動　…を（綿密に）検査する

形　敏感な、神経質な（↔insensitive 鈍感な）

[se'nsEtiv] 　　 ・be sensitive to…　動　…（他人のこと）に敏感である

　　 ・sensible　形　（判断などが）賢明な、現実に即した

形　現地の、地元の

[lo'ukl] 　　 ・-　名　①現地の人 ②{米}各駅停車

名　慣習（practice/ convention/ institution）
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573 accept…

現地の習慣に敏感でいれば、人々はあなたを受け入れてくれる。

We are always open to dialogue with our opponents.

574 be open to …
　　 開放されている

575 dialogue

576 opponent

私たちは相手側との対話をいつでも歓迎します。

A generous man contributed an enormous amount of money to the charity.

577 generous 

578 contribute A to
B

579 enormous

580 amount

581 charity

ある気前のよい男性が、莫大な額のお金を慈善団体に寄付した。

Going abroad will add new dimensions to your perspective.

582 abroad

[kV'stEm] 　　 ・customs　名　税関

　　 ・customary　形　習慣的な

動　①…を受け入れる（take…/ receive…）（↔refuse…　…を断る）

[Ekse'pt] 　　  ②…を（妥当だと）認める（admit…）

　　 ・acceptance　名　受け入れる[られる]こと

　　 ・acceptable　形　受け入れる（くらいよい）

動　①…をいつでも受け入れる、…を受けやすい ②…に

名　対話（conversation）＜{米}では dialog とも綴る＞

[dO'iElc(:)g]

名　（論争・試合などの）相手、対抗者（competitor）

[Epo'unEnt]

形　気前の良い（↔greedy どん欲な、stingy けちな）

[dJe'nErEs] 　　 ・generosity　名　気前のよさ

動　ＡをＢに寄付する（donate A to B）

　　 ・contribute to…　動　…の一因となる

[kEntrIbju:t] 　　 ・contribution　名　①寄付（donation）②貢献、寄与

形　莫大な、非常に大きい（huge/ vast/ tremendous）

[inc':rmEs]

名　①量、額（quantity）②合計、総額（total/ sum）

[EmO'unt] 　　 ・amount to…　動　（合計が）…に達する（reach…/ come to…/ 

　　　add up to…）

名　慈善団体、慈善

[tSA'rEti]

副　海外に[で]（overseas）（↔at home 国内で）＜参考： go abroad
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583 add (…)

584 dimension

585 perspective

海外に行くと物事の見方に新たな面が加わる。

This material will give off a poisonous gas if it is exposed to the sun.

586 material

　　　精神的な）

587 give off …

588 poisonous

589 expose … (to A)

この素材は日光にさらされると有毒なガスを発する。

I'm tired of explaining it to you over and over again.

590 be tired

591 explain (…)

592 over and over
(again)

同じことを何度も君に説明するのはもううんざりだ。

As he points out, those chemicals do serious harm to the environment.

[Ebrc':d] 　　 （海外に行く）/ study abroad（留学する）＞

動　①（…を）加える ②…と付け加えて言う（say…）

[A'd] 　　 ・add A to B　動　AをBに加える（↔take A from B　AをBから引く）

名　①（-s）大きさ（size）②面（aspect）③次元＜3D（3次元）のDは

[dime'nSEn] 　　 dimensions のこと＞

名　（大局的な）見方、視点（point of view）

[pErspe'ktiv]

名　材料、素材、（ものを書くための）資料

[mEtIEriEl] 　　 ・raw materials　名　（石油などの）原料

　　 ・material　形　物質的な、物質に関する（physical）（↔spiritual 

動　…（臭い・光など）を発する

形　有毒な

[pc'iznEs] 　　 ・poison　名　毒物

　　 ・food poisoning　名　食中毒

動　…を（Ａに）さらす

[I[e]kspo'uz] 　　 ・expose…　動　…を暴露する（reveal…/ disclose…）

　　 ・exposure　名　①さらすこと ②暴露

動　疲れている（be exhausted）

[tO'iErd] 　　 ・be tired of …　動　…にうんざりしている（be sick（and tired）

　　　of…/be fed up with…）

動　（…を）説明する

[i[e]ksple'in] 　　 ・explain A to B　動　ＡをＢ（人）に説明する

　　 ・explanation　名　説明

副　何度も繰り返して（repeatedly）
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593 point … out

594 chemical

595 harm
[ha':rm]

596 serious

597 environment

彼が指摘する通り、それらの化学物質は環境に深刻な害を及ぼす。

Leave it to me. I won't let you down.

598 leave A to B

599 let … down

僕に任せて。君をがっかりはさせないよ。

The boss introduced me to his staff at the meeting.

600 boss

601 introduce …
(to A)

　　　導入

602 staff

603 meeting

会議で上司が私たちを社員たちに紹介した。

We have paid particular attention to this subject.

604 pay attention 

動　…を指摘する、…を指し示す（point to…/ indicate…/ show…）

名　化学物質[薬品]

[ke'mikl] 　　 ・-　形　化学の

名　（目に見えない）害、ダメージ（↔good 有益なもの）

　　 ・do [cause] … harm to A　動　Aに…（程度）の害[ダメージ]を

　　　与える＜…＝形容詞＞

　　 ・harm…　動　…に害[ダメージ]を与える

　　 ・harmful　形　有害な、悪影響を及ばす（bad）

形　①（状況などが）深刻な（critical）②（態度などが）まじめな

[sIriEs] 　　 ・seriously　副　①ひどく ②まじめに

名　環境（surroundings)

[envO'iErEnmEnt] 　　 ・environmental　形　環境の

動　Ａ（仕事など）をＢ（人）に任せる

動　…をがっかりさせる（disappoint…）

　　 ・feel let down　動　がっかりする（feel disappointed）

名　上司＜「上司」を意味する最も一般的な語＞（manager/

[bc':s] 　　  emplayer/ executive/ supervisor）

動　…を（Ａに）紹介する

　　 ・introduce … (into A)　動　…を（Ａに）導入する

[intrEdju':s] 　　 ・introduction　名　①（音楽などの）導入部分 ②（新しいものの）

名　（集合的に）社員、職員（personnel/ employees）

[stA'f]

名　①（会社などの）会議、打ち合わせ ②人と会うこと（date）

[mI:tiN]

動　…に注意を払う（take notice of…）
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