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あ

□ アービン・G・サルバーグ賞 the Irving G. Thalberg Memorial Award 3- 生活
□ アーリア人 Aryan 1- 政治
□ アーリントン国立墓地 Arlington National Cemetery 3- 生活
□ アールアンドビー R&B 3- 生活
□ 愛 love 3- 生活
□ 愛顧 patronage 2- 経済
□ 愛国（主義）者 patriot 1- 政治
□ 愛国主義 patriotism 1- 政治
□ 愛国主義の patriotic 1- 政治
□ 愛国法 the Patriot Act 1- 政治
□ IC カード IC card 1- 政治
□ IC タグ integrated circuit tag 3- 生活
□ アイシング icing 5- 健康
□ アイソトープ isotope 1- 政治
□ IT 基本法 the IT Basic Law 1- 政治
□ 空いている vacant 2- 経済
□ 哀悼 condolence 3- 生活
□ アイヌ民族 Ainu 1- 政治
□ 相反した conflicting 1- 政治
□ IP 電話 IP telephone 3- 生活
□ あいまいな ambiguous / vague 1- 政治
□ アイルランド共和軍 the Irish Republican Army 1- 政治
□ アウトソーシング outsourcing 2- 経済
□ 亜鉛 zinc 4- 社会
  5- 健康
□ 青写真 blueprint 1- 政治
□ 青写真に従う follow a blueprint 1- 政治
□ 青写真を作る（～のための） draw [draw up / make] a blueprint for ... 1- 政治
□ あおむけになる lie on one’s back 5- 健康
□ あか dirt / grime 5- 健康
□ アカウンティングスクール accounting school 3- 生活
□ あかぎれ chap 5- 健康
□ 赤字国債 deficit-covering bond 2- 経済
□ 赤字の money-losing 2- 経済
□ 赤字を抑制する rein in one’s deficits 2- 経済
□ アカデミー賞 the Academy Awards 3- 生活

□ あがる have stage fright 5- 健康
□ 明るみに出る come to light 1- 政治
□ 赤ワイン red wine 5- 健康
□ 亜寒帯 subpolar region 4- 社会
□ 空き缶 empty can 4- 社会
□ 空き瓶 empty bottle 4- 社会
□ 空家 empty house 4- 社会
□ アキレス腱 Achilles’ tendon 5- 健康
□ アクアサイズ aquacise 5- 健康
□ 悪質商法 vicious business practice 4- 社会
□ 悪臭恐怖症 osmophobia / olfactophobia 5- 健康
□ 悪循環 vicious circle 2- 経済
□ アクション action 3- 生活
□ 悪性腫瘍 malignant tumor 5- 健康
□ 悪玉コレステロール bad cholesterol 5- 健康
□ 悪魔 demon 3- 生活
□ 悪夢 nightmare 5- 健康
□ 悪夢を見る have a nightmare 5- 健康
□ アグリビジネス agribusiness 2- 経済
□ 悪霊 evil spirit 3- 生活
□ 上げ相場 bull market 2- 経済
□ あご jaw 5- 健康
□ あご先 chin 5- 健康
□ あごの増強移植 chin implant 5- 健康
□ 浅瀬 shallow(s) 4- 社会
□ アザラシ seal 3- 生活
□ 脚 leg 5- 健康
□ 足 foot 5- 健康
□ アジア・アフリカ会議 the Asia-African Conference 1- 政治
□ アジア欧州会議 the Asia-Europe Meeting 1- 政治
□ アジア開発銀行 the Asian Development Bank 1- 政治
□ アジア太平洋経済協力会議 the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum 1- 政治
□ アジア大陸 the Asian Continent 4- 社会
□ アシカ（大型の） sea lion 3- 生活
□ 足がつる get a cramp (in the calf [leg]) 5- 健康
□ 足首 ankle 5- 健康
□ 足相占い sole reading 3- 生活
□ アジト hideout 4- 社会
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□ 足の裏 sole 5- 健康
□ 足の親指 the big toe 5- 健康
□ 足のけいれん leg cramp 5- 健康
□ 足の甲 instep 5- 健康
□ 足の小指 the little toe 5- 健康
□ 足の中指 the middle toe 5- 健康
□ 足の指 toe 5- 健康
□ 小豆 red bean 5- 健康
□ アスコルビン酸 ascorbic acid 5- 健康
□ アスパラガス asparagus 5- 健康
□ アスファルト asphalt 2- 経済
□ アセトアルデヒド acetaldehyde 5- 健康
□ あせも prickly heat 5- 健康
□ 汗をかく sweat / perspire 5- 健康
□ 遊び場 playground 3- 生活
□ 亜大陸 subcontinent 4- 社会
□ 暖かい warm 4- 社会
□ 頭金 down payment 2- 経済
□ 新しい遺伝子型を持つウイルス virus with a new genotype 5- 健康
□ 新しい計画の青写真 blueprint for the new plan 1- 政治
□ 新しい法案を作成する draft new legislation 1- 政治
□ 新しく任命された～ the newly appointed ... 1- 政治
□ アダルトコンテンポラリー adult contemporary 3- 生活
□ 暑い hot 4- 社会
□ 悪化 deterioration 1- 政治
 aggravation 4- 社会
□ 悪化させる（～を） exacerbate 1- 政治
 aggravate 4- 社会
□ 悪化する worsen 4- 社会
□ 悪化する（治安が～） deteriorate 1- 政治
□ 厚切り肉 chop 5- 健康
□ あっせん収賄 acceptance for exertion of influence 4- 社会
□ あっせん利得処罰法 the Antigraft Law 1- 政治
□ 圧倒する prevail 1- 政治
□ 圧迫骨折 compressed fracture 5- 健康
□ 圧迫的な oppressive 1- 政治
□ アップロードする（～を） upload 3- 生活
□ 圧力 pressure 5- 健康

□ 圧力団体 lobby-group / pressure group 1- 政治
□ 当てにならない shaky 4- 社会
□ 後に続く（～が） be followed [trailed] by ... 1- 政治
□ アトピー性皮膚炎 atopic dermatitis 5- 健康
□ アドレナリン adrenalin 5- 健康
□ 穴埋めする fill in the blanks 3- 生活
□ アナウンス効果 announcement effects 1- 政治
□ アナリスト analyst 1- 政治
□ アナログ回線 analog line 3- 生活
□ アネロビクス anaerobics 5- 健康
□ アパート apartment 2- 経済
□ あばら肉 rib 5- 健康
□ あばら骨 rib 5- 健康
□ アパルトヘイト apartheid 1- 政治
□ アヒル duck 5- 健康
□ アフターサービス after-sales service 2- 経済
□ 油絵 oil painting 3- 生活
□ 油肌 oil skin 5- 健康
□ アフリカ開発会議 the Tokyo International Conference on  1- 政治
 African Development 
□ アフリカ大陸 the African Continent 4- 社会
□ アフリカ連合 the African Union 1- 政治
□ アプリケーションソフト application software 3- 生活
□ アベスタ the Avesta 3- 生活
□ アヘン opium 5- 健康
□ アボリジニ Aborigine 1- 政治
□ 天草 agar weed 5- 健康
□ 雨雲 rain cloud 4- 社会
□ 甘味 sweetness 5- 健康
□ 雨水 rainwater 4- 社会
□ アミノ酸 amino acid 5- 健康
□ アミラーゼ amylase 5- 健康
□ アムネスティインターナショナル the Amnesty International 1- 政治
□ 雨（が降る） rain  4- 社会
□ アメーバ ameba 5- 健康
□ 雨恐怖症 ombrophobia 5- 健康
□ 雨の rainy 4- 社会
□ アメリカ先住民 native American 1- 政治
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□ アメリカ同時多発テロ事件 9/11 1- 政治
□ アラビア語に吹き替えられる be dubbed into Arabic 1- 政治
□ アラブ首長国連邦 the United Arab Emirates 1- 政治
□ アラブ石油輸出国機構 the Organization of the Arab Petroleum  1- 政治
 Exporting Countries 
□ アラブ連盟 the Arab League 1- 政治
□ アリバイ alibi 4- 社会
□ アルカイダ Al-Qaeda 1- 政治
□ アルカリ乾電池 alkaline cell [battery] 4- 社会
□ アルカリ性 alkalinity 4- 社会
□ アルカリ性の alkaline 4- 社会
□ アルコール依存症 alcohol dependence 5- 健康
□ アルコール飲料 alcoholic beverage 5- 健康
□ アルコール血中濃度 blood alcohol concentration 5- 健康
□ アルコール脱水素酵素 alcohol dehydrogenase 5- 健康
□ アルコール中毒 alcoholism 5- 健康
□ アルゴン argon 4- 社会
□ アルツハイマー病 Alzheimer’s disease 5- 健康
□ アルバイト職 part-time job / part-time work 3- 生活
□ アルバイトする work part-time 3- 生活
□ α（アルファ）波 alpha wave 5- 健康
□ アルミ箔 aluminium [tin] foil 4- 社会
□ 荒れた肌 rough skin 5- 健康
□ 荒れ地 wilderness 2- 経済
□ アレルギー allergy 5- 健康
□ アレルギーがある（～に対して） be allergic to ... 5- 健康
□ アレルギー性疾患 allergic disease 5- 健康
□ アレルギー性ぜんそく allergic asthma 5- 健康
□ アレルギー性鼻炎 allergic rhinitis 5- 健康
□ アレルギー反応 allergic reaction 5- 健康
□ アレルゲン allergen / allergy-causing substance 5- 健康
□ アワビ abalone 5- 健康
□ 哀れな pathetic 1- 政治
□ アングロサクソン民族 the Anglo-Saxon race 1- 政治
□ アンケート questionnaire 1- 政治
□ 暗示的な connotative / implicit 1- 政治
□ 暗証番号 secret code / personal identification number 2- 経済
□ 暗所恐怖症 nyctophobia 5- 健康

□ 安全保障会議 the Security Council of Japan 1- 政治
□ 安息日 Sabbath / the Sabbath Day 3- 生活
□ アンチウイルスソフト antivirus software 3- 生活
□ 安定剤 stabilizer 5- 健康
□ 安定させる（～を） stabilize 5- 健康
□ 安定した stable 5- 健康
□ 安否が不明である（～の） be unaccounted for ... 4- 社会
□ アンフェタミン型覚せい剤 amphetamine-type stimulant  5- 健康
□ 安楽死 euthanasia / mercy killing 5- 健康

い

□ 胃 stomach 5- 健康
□ 亥（猪） wild boar 3- 生活
□ E 型肝炎 hepatitis E 5- 健康
□ E コマース e-commerce 2- 経済
□ イージス艦 Aegis-equipped warship 1- 政治
□ イースター the Easter 3- 生活
□ イースターマンデーバンクホリデー the Easter Monday Bank Holiday 3- 生活
□ e ラーニング e-learning 3- 生活
□ 委員会 committee 1- 政治
□ 委員会を解散する discharge [disband] a committee 1- 政治
□ 委員会を設置する create [establish / set up] a committee 1- 政治
□ 委員会を開く call a committee into session 1- 政治
□ 委員長を務める chair a committee 1- 政治
□ 胃液 gastric juice 5- 健康
□ 胃液の分泌 secretion of gastric juices 5- 健康
□ 家を失った人々 homeless people 4- 社会
□ 家を覆い尽くす（火が～） (fire) rip through a house 4- 社会
□ 胃炎 gastritis 5- 健康
□ 硫黄 sulfur 4- 社会
□ 硫黄酸化物 sulfur oxide 4- 社会
□ イカ squid / cuttlefish 5- 健康
□ 胃潰瘍 stomach ulcer 5- 健康
□ 医学 medicine 3- 生活
□ 医学解剖 dissection 5- 健康
□ 医学倫理 medical ethics 5- 健康
□ 異化作用 catabolism 5- 健康



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—4—

□ いかだ raft 2- 経済
□ 胃カメラ gastroscope / esophagogastroduodenoscopy 5- 健康
□ 怒り rage 4- 社会
□ 錨をおろす anchor 2- 経済
□ 胃がん stomach cancer / gastric cancer 5- 健康
□ 生き埋めにされる be buried alive 4- 社会
□ 勢いを失う lose ground 2- 経済
□ 行き詰まり deadlock / stalemate / standstill 1- 政治
□ 行き詰まりを打開する break [resolve] (a) deadlock 1- 政治
□ 行き詰まる be bogged down / reach a deadlock 1- 政治
□ ～行きの bound for ... 2- 経済
□ 生き残る survive 4- 社会
□ イギリス海峡 the (English) Channel 4- 社会
□ 生霊 living spirit 3- 生活
□ 息を吸う breathe in 5- 健康
□ 息を吐く breathe out 5- 健康
□ イグアスの滝 the Iguassu Falls 4- 社会
□ 育児手当 child benefit 3- 生活
□ 育児放棄 neglect 4- 社会
□ イグノーベル賞 the Ig Nobel Prize 3- 生活
□ イクラ salmon roe 5- 健康
□ 池 pool 4- 社会
□ 胃けいれん stomach cramp 5- 健康
□ いけす fish preserve 2- 経済
□ 違憲性 unconstitutionality 1- 政治
□ 違憲である violate the Constitution 1- 政治
□ 違憲の unconstitutional 1- 政治
□ 意見を述べる voice one’s opinions 1- 政治
□ 遺恨 grudge 4- 社会
□ 遺作（～の） one’s posthumous work 3- 生活
□ 胃酸 stomach [gastric] acid 5- 健康
□ 遺産 heritage 3- 生活
□ 胃酸過多症 sour stomach / gastric hyperacidity /  5- 健康
 acid indigestion 
□ 遺産相続人 inheritor 3- 生活
□ 医師 medical doctor 5- 健康
□ 意識 consciousness 5- 健康
□ 意識のある conscious 5- 健康

□ 意識のない unconscious 5- 健康
□ 意識不明 unconsciousness 5- 健康
□ 意識を消失する lose consciousness 5- 健康
□ 意思決定 decision-making 1- 政治
□ 意思決定者 decision-maker 1- 政治
□ 意思決定する make a decision 1- 政治
□ 異質性 heterogeneity 1- 政治
□ 異質な heterogeneous 1- 政治
□ いじめ bullying 3- 生活
□ いじめる（～を） bully 3- 生活
□ 医師免許 medical license 5- 健康
□ 医者恐怖症 iatrophobia 5- 健康
□ 異臭 nasty smell 4- 社会
□ 異常遺伝子 abnormal cell 5- 健康
□ 異常気象 abnormal weather 4- 社会
□ 異常染色体 heterochromosome / heterosome 5- 健康
□ イスラム過激派 Islamic militant group 1- 政治
□ イスラム教 Islamism 3- 生活
□ イスラム教徒（男性） Muslim 3- 生活
□ イスラム教の Islamic 3- 生活
□ イスラム原理主義者 Islamic fundamentalist 3- 生活
□ イスラム諸国会議機構 the Organization of Islamic Conference 1- 政治
□ イスラムの女性が頭を覆うスカーフ head scarf 3- 生活
□ 異性愛 heterosexuality 5- 健康
□ 異性愛者 heterosexual 5- 健康
□ 異性愛の heterosexual 5- 健康
□ 遺跡 ruins 2- 経済
□ イソギンチャク sea anemone 3- 生活
□ 遺族 bereaved family 4- 社会
□ 遺族給付金 survivor benefits 3- 生活
□ 遺体 ruins 4- 社会
□ 痛い painful / aching / sore 5- 健康
□ 遺体を収容する recover bodies 4- 社会
□ 委託 commission 3- 生活
□ 委託販売 consignment sale 2- 経済
□ いたずら電話 prank call 4- 社会
□ いたずら電話を受ける have a prank call 4- 社会
□ いたずら電話をする make a prank call 4- 社会
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□ 痛み pain / sore / ache 5- 健康
□ 一院制 one-chamber system 1- 政治
□ 一時解雇 layoff 3- 生活
□ 一時解雇する（～を） lay off ... 3- 生活
□ 一時契約 temporary contract 2- 経済
□ 一次データ primary data 2- 経済
□ 一時的な財政援助 temporary financial assistance 1- 政治
□ 一部上場株式 listed stock in the first section 2- 経済
□ 一物二価 dual price 2- 経済
□ 一文なしの broke 1- 政治
□ 胃腸炎 gastroenteritis 5- 健康
□ 胃腸科医 gastroenterologist 5- 健康
□ イチョウの木 ginkgo tree 4- 社会
□ 胃腸薬 digestive 5- 健康
□ 位置を確認する（～の） locate 4- 社会
□ 胃痛 stomachache 5- 健康
□ 一過性の temporary / transient 5- 健康
□ 一括払い lump-sum payment 2- 経済
□ 一括法案 package 1- 政治
□ 一貫した coherent / consistent 1- 政治
□ 一慣性のない inconsistent 1- 政治
□ 一国主義 unilateralism 1- 政治
□ 一国主義者 unilateralist 1- 政治
□ 一国主義の unilateral 1- 政治
□ 一酸化硫黄 sulfur monoxide 4- 社会
□ 一酸化炭素 carbon monoxide 4- 社会
□ 一酸化炭素中毒 carbon monoxide poisoning 5- 健康
□ 逸失利益 lost profits 2- 経済
□ 一触即発の volatile 1- 政治
□ 一神教（論） monotheism 3- 生活
□ 一神教論者 monotheist 3- 生活
□ 一神教論の monotheistic 3- 生活
□ 言ったとされる（～と） be quoted as saying ... 1- 政治
□ 一致しない discrepant 1- 政治
□ 一党独裁体制 one-party regime 1- 政治
□ いっぱい乗せる（～を） be loaded with ... 4- 社会
□ 一般会計 general account 2- 経済
□ 一般化可能性 generalizability 1- 政治

□ 一般化できない ungeneralizable 1- 政治
□ 一般化できる generalizable 1- 政治
□ 一般教書演説 the State of the Union Address 1- 政治
□ 一般歳出 general expenditure 2- 経済
□ 一般党員 rank-and-file party member 1- 政治
□ 一般入札 public tender / open tender 2- 経済
□ 一般入札で～を売却する sell ... by public tender 2- 経済
□ 一般の意見を聞く invite opinion from the public 1- 政治
□ 一般向け G (general audiences) 3- 生活
□ 一夫一婦制 monogamy 3- 生活
□ 一夫多妻制 polygamy 3- 生活
□ 一編 episode 3- 生活
□ 一方的な性的言い寄り unwelcome sexual advances 4- 社会
□ いつまでも停滞する（～に） linger over ... 4- 社会
□ 射手座 Sagittarius 3- 生活
□ 移転 relocation 1- 政治
□ 遺伝 heredity / genetic inheritance 5- 健康
□ 遺伝学 genetics 3- 生活
□ 遺伝子 gene 5- 健康
□ 遺伝子組み換え作物 genetically-modified [-engineered] crop 5- 健康
□ 遺伝子組み換え食品 genetically-modified food /  5- 健康
  genetically-engineered [-altered / -changed] food 
□ 遺伝子工学 genetic engineering 3- 生活
□ 遺伝子情報 genetic code 3- 生活
□ 遺伝子情報 genetic information 5- 健康
□ 遺伝子診断 genetic diagnosis / gene diagnosis 5- 健康
□ 遺伝子操作 gene manipulation 3- 生活
□ 遺伝子地図 genetic map 3- 生活
□ 遺伝子治療 gene therapy 5- 健康
□ 移転する（～を） relocate 1- 政治
□ 遺伝的欠陥 genetic defect 5- 健康
□ 遺伝的性質 inherited [hereditary] quality 5- 健康
□ 遺伝的な hereditary 5- 健康
□ 移動式の mobile 1- 政治
□ 移動遊園地 carnival 3- 生活
□ いとしい beloved 3- 生活
□ 井戸水 well water 4- 社会
□ いなか rural area / countryside 4- 社会
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□ 稲作（業） rice growing 2- 経済
□ 稲妻 lightning 4- 社会
□ イニシアチブ initiative 1- 政治
□ 委任統治 mandate 1- 政治
□ 戌（犬） dog 3- 生活
□ イヌイット Inuit 1- 政治
□ 犬恐怖症 cynophobia 5- 健康
□ 居眠りする doze / doze off 5- 健康
□ 胃の不調 upset stomach 5- 健康
□ 胃のむかつき upset stomach 5- 健康
□ 祈る pray 3- 生活
□ 違反 offense 4- 社会
□ 違反する（法律に～） contravene 1- 政治
□ 異物 foreign substance 5- 健康
□ 胃壁 stomach [gastric] wall 5- 健康
□ イベリア半島 the Iberian Peninsula 4- 社会
□ いぼ wart 5- 健康
□ 違法行為 foul play / misconduct / wrong act / misdeed 4- 社会
□ 違法薬物 illegal drug 5- 健康
□ イマーム imam 3- 生活
□ 移民 immigration 1- 政治
□ 移民（の受け入れ基準）を厳しくする tighten immigration 1- 政治
□ 移民（人） immigrant 1- 政治
□ 移民帰化局 the Immigration and Naturalization Service 1- 政治
□ 移民労働者 migrant worker 3- 生活
□ 移民を制限する curb [limit / restrict] immigration 1- 政治
□ 医薬品 medicine / medication / drug 5- 健康
□ 意欲を失わせる（～の） discourage 1- 政治
□ いらいら nervousness 5- 健康
□ いらだたしい frustrating 5- 健康
□ いら立たせる（～を） irk 1- 政治
□ 入り江 inlet 4- 社会
□ イリテラシー illiteracy 3- 生活
□ 医療援助 medical aid 1- 政治
□ 医療学 therapeutics 5- 健康
□ 医療過誤 malpractice 5- 健康
□ 医療関係者 medical personnel 5- 健康
□ 医療器具（小型の） medical instruments 4- 社会

□ 医療従事者 health expert / medical professional 5- 健康
□ 衣料費 clothing expenses 3- 生活
□ 医療費 medical cost 5- 健康
□ 医療費控除 deduction for medical expenses 2- 経済
□ 医療福祉専門職 medical social worker 1- 政治
□ 医療保険 medical insurance 3- 生活
□ 医療ミス malpractice 5- 健康
□ 色黒である have a tanned complexion 5- 健康
□ 祝い celebration 3- 生活
□ 祝う（～を） commemorate / celebrate 3- 生活
□ イワシ sardine 5- 健康
□ 岩だらけの rocky 2- 経済
□ 印鑑登録 seal registration 1- 政治
□ インキュベーター incubator 2- 経済
□ イングランド銀行 the Bank of England 2- 経済
□ 陰茎 penis 5- 健康
□ 陰茎海綿体 corpus cavernosum 5- 健康
□ インコ parakeet 3- 生活
□ 咽喉 throat 5- 健康
□ インサイダー取引 insider trading 2- 経済
□ 印刷 print 1- 政治
□ 飲酒運転 drunk driving 4- 社会
□ インシュリン insulin 5- 健康
□ インスタントコーヒー instant coffee 5- 健康
□ インスタント食品 instant food 5- 健康
□ 印税 royalty(-ies) 1- 政治
  3- 生活
□ 陰性の negative 5- 健康
□ 印税の支払い royalty payments 1- 政治
□ 隕石 meteorite 4- 社会
□ インターネット関連犯罪 Internet-related crime / web crime 4- 社会
□ インターネット銀行 Internet bank 2- 経済
□ インターネットショッピング e-shopping / online-shopping 2- 経済
□ インターバルトレーニング interval training 5- 健康
□ インターファクス通信社 the Interfax News Agency 1- 政治
□ インターポール Interpol /  4- 社会
 International Criminal Police Organization
□ インタビュー interview 1- 政治
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□ インティファーダ intifada 1- 政治
□ インド亜大陸 the Indian Subcontinent 4- 社会
□ 咽頭 pharynx 5- 健康
□ 隠匿 coverup 4- 社会
□ 隠匿する（～を） cover up ... 4- 社会
□ インド洋 the Indian Ocean 4- 社会
□ 院内感染 hospital infection 5- 健康
□ 陰嚢 scrotum 5- 健康
□ インフォームドコンセント informed consent 5- 健康
□ インフラストラクチャー infrastructure 2- 経済
□ インフルエンザ influenza / the flu 5- 健康
□ インフルエンザワクチン influenza vaccine 5- 健康
□ インフレ（ーション） inflation 2- 経済
□ インフレギャップ inflation gap 2- 経済
□ インフレターゲット inflation target 2- 経済
□ インフレなき成長 noninflationary growth 2- 経済
□ インフレ率 inflation rate 2- 経済
□ 陰毛 pubic hair 5- 健康
□ 引用 citation / quotation 1- 政治
□ 引用する（～を） cite 1- 政治
□ 引用文献 reference 1- 政治
□ 飲料水 drinking water 4- 社会
□ 飲料水を供給する provide drinking water 4- 社会
□ 引力 gravity 3- 生活

う

□ 卯（兎） rabbit 3- 生活
□ ウイスキー whisk(e)y 5- 健康
□ ウイルス virus 5- 健康
□ ウイルス性出血熱 viral hemorrhagic fever 5- 健康
□ ウイルス対策専門家 virus hunter 3- 生活
□ ウイルス伝染媒体 virus transmitter 3- 生活
□ ウインドウピリオド window period 5- 健康
□ ウインナーコーヒー Viennese coffee 5- 健康
□ ウーロン茶 oolong tea 5- 健康
□ ウェルニッケ失語症 Wernicke’s aphasia 5- 健康
□ ウェルニッケ領域 Wernicke’s area 5- 健康

□ ウォーキング walking 5- 健康
□ ウォールストリート（ニューヨーク市） the Wall Street 2- 経済
□ 魚座 Pisces 3- 生活
□ ウォッカ vodka 5- 健康
□ 魚の目 corn 5- 健康
□ ウォン won 2- 経済
□ うがい薬 gargle 5- 健康
□ 迂回路 detour 2- 経済
□ 雨期 rainy season 4- 社会
□ 雨期前の pre-monsoon 4- 社会
□ 浮き輪 life buoy 4- 社会
□ ウクレレ ukulele 3- 生活
□ 受け入れる（～を） accept 1- 政治
□ 受取人 recipient / remittee 2- 経済
□ うさぎの肉 hare meat 5- 健康
□ 丑（牛） ox 3- 生活
□ ウシ海綿状脳症 Bovine Spongiform Encephalopathy 5- 健康
□ 失う（領土を～） lose 1- 政治
□ 牛の群れ a herd of cattle 2- 経済
□ 渦 whirlpool 4- 社会
□ 薄切りの肉 sliced meat 5- 健康
□ ウズラ quail 5- 健康
□ 渦を巻く swirl 4- 社会
□ うそ発見器 polygraph / lie detector 4- 社会
□ 撃たれて倒れる be gunned down 1- 政治
□ 打ち上がる lift off 3- 生活
□ 打ち上げ lift-off 3- 生活
□ 打ち切る（～を） wrap up ... 4- 社会
□ 宇宙 space / universe 4- 社会
□ 宇宙開発 space development 3- 生活
□ 宇宙開発事業団 the National Space Development Agency of Japan 3- 生活
□ 宇宙科学 space science 3- 生活
□ 宇宙科学者 space scientist 3- 生活
□ 宇宙工学 space engineering 3- 生活
□ 宇宙塵 space dust 4- 社会
□ 宇宙ステーション space station 3- 生活
□ 宇宙船 spacecraft / spaceship 3- 生活
□ 宇宙探査 space exploration 3- 生活



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—8—

□ 宇宙探索 space exploration 3- 生活
□ 宇宙の universal 4- 社会
□ 宇宙飛行士 astronaut 3- 生活
□ 宇宙飛行士（主にロシアの） cosmonaut 3- 生活
□ 宇宙遊泳 spacewalk 3- 生活
□ 打つ hit / strike 5- 健康
□ 美しい景観を守る conserve beautiful scenery 4- 社会
□ うつ状態の depressed 5- 健康
□ 訴える（～を） press the charge against ... 4- 社会
□ 訴えを取り下げる（～に対する） drop the charge against ... 4- 社会
□ うつ病 depression 5- 健康
□ うつ伏せになる lie on one’s stomach 5- 健康
□ 腕 arm 5- 健康
□ 腕立て伏せ push-up 5- 健康
□ ウニ sea urchin 5- 健康
□ うぬぼれ self-importance 5- 健康
□ 右脳 right brain 5- 健康
□ 右派の right-wing 1- 政治
□ 午（馬） horse 3- 生活
□ 馬恐怖症 hippophobia 5- 健康
□ 生まれ変わらせる（～を） reincarnate 3- 生活
□ 海 sea 4- 社会
□ 膿 pus 5- 健康
□ 海に流出する spill into the sea 4- 社会
□ 海の日 the Sea Day 3- 生活
□ 膿を出す press out pus 5- 健康
□ 埋立処理 landfill 4- 社会
□ 裏書 endorsement 2- 経済
□ 裏金 slush fund 4- 社会
□ 占い fortune-telling 3- 生活
□ 占い師 fortune-teller 3- 生活
□ 占う tell one’s fortune 3- 生活
□ ウラン uranium 3- 生活
□ ウラン濃縮 uranium enrichment 3- 生活
□ 売り selling 2- 経済
□ 売上 sales 2- 経済
□ 売上原価 cost of goods sold 2- 経済
□ 売上税 sales tax 2- 経済

□ 売上高 sales revenues 2- 経済
□ 売上利益 gross margin 2- 経済
□ 売上利益率 gross profit ratio 2- 経済
□ 売掛金 account receivable 2- 経済
□ うろこ scale / shard 4- 社会
□ うろつく loiter 4- 社会
□ 上くちびる upper lip 5- 健康
□ 上回る（～を） exceed 1- 政治
□ 上向きになる turn upward 2- 経済
□ 運 fortune 3- 生活
□ 運河 canal 4- 社会
□ 運転［経営］資本 working capital 2- 経済
□ 運転ミス driver error 4- 社会
□ 運動 exercise / fitness / workout 5- 健康
□ 運動強化剤 performance enhancer 5- 健康
□ 運動神経 motor neuron 5- 健康
□ 運動する work out 5- 健康
□ 運動皮質 motor cortex 5- 健康
□ 運動不足 insufficient [lack of / short of] exercise 5- 健康
□ 運動不足の hypokinetic 5- 健康
□ 運搬用小型トラック pickup truck 2- 経済
□ 運命 destiny 3- 生活
□ 運命にある（～する） be destined to do 3- 生活
□ 運輸 transportation 2- 経済
□ 運輸省 the Department of Transportation /  1- 政治
 the Department for Transport /
 the Transportation Department
□ 運輸・スコットランド相 the Minister for Transport, Local Government  1- 政治
 and the Regions
□ 運輸長官 the Secretary of Transportation 1- 政治
□ 運用資産 working assets 2- 経済

え

□ エアロエクササイズ aero-exercise 5- 健康
□ エアログラム aerogram 2- 経済
□ 映画 movie / film / cinema / flick 3- 生活
□ 映画館 movie theater / movie house / cinema / flick 3- 生活
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□ 映画館によく足を運ぶ人 moviegoer 3- 生活
□ 映画祭 film festival / movie festival 3- 生活
□ 映画スター movie [film] star 3- 生活
□ 映画制作 film production 3- 生活
□ 映画制作者 film maker 3- 生活
□ 映画を撮影する shoot a film 3- 生活
□ 永久歯 permanent tooth 5- 健康
□ 営業外収入 non-operating revenue 2- 経済
□ 営業外損失 non-operating expenses 2- 経済
□ 営業費用 operating expenses 2- 経済
□ 営業利益 operation income / operation profit 2- 経済
□ 営業利益率 operating ratio 2- 経済
□ 営業レバレッジ degree of operating leverage 2- 経済
□ 英語学 English linguistics 3- 生活
□ 英国国教会 the Church of England / Anglican Church 3- 生活
□ 英国首相 the British Prime Minister 1- 政治
□ 英国放送協会 the British Broadcasting Corporation 1- 政治
□ エイコサペンタエン酸 eicosapentaenoic acid 5- 健康
□ 永住許可証 green card 3- 生活
□ 永住権 permanent residency 1- 政治
□ 永住権者 permanent resident 1- 政治
□ 永住する live [reside] permanently / settle down 1- 政治
□ エイズ acquired immunodeficiency syndrome 5- 健康
□ エイズウイルス AIDS virus 5- 健康
□ エイズ患者 AIDS patient [sufferer] 5- 健康
□ エイズの流行 AIDS epidemic 5- 健康
□ 衛星 satellite 4- 社会
□ 衛星オフィス satellite office 3- 生活
□ 衛生学 hygiene / hygienics 3- 生活
□ 衛生管理 hygiene control / sanitation control 5- 健康
□ 永世中立 permanent neutrality 1- 政治
□ 衛生的な hygienic 5- 健康
□ 衛生兵 medic 1- 政治
□ 衛星放送 satellite broadcasting 1- 政治
□ HIV 感染 HIV infection 5- 健康
□ HIV 感染者 HIV carrier 5- 健康
□ HIV 抗体 HIV antibody 5- 健康
□ HIV テスト HIV test 5- 健康

□ ATMスキミング ATM skimming 4- 社会
□ 永任権 tenure 3- 生活
□ 永任権のある tenured 3- 生活
□ 栄養 nutrition 5- 健康
□ 栄養（作用）の nutritive 5- 健康
□ 栄養失調 malnutrition / malnourishment 5- 健康
□ 栄養状態 nourishment 5- 健康
□ 栄養になる nutrient 5- 健康
□ 栄養の nutritional 5- 健康
□ 栄養のある nutritious 5- 健康
□ 栄養バランス nutritive balance 5- 健康
□ 栄養物 nourishment 5- 健康
□ 栄養物を与える nourish 5- 健康
□ 栄養分 nutriment 5- 健康
□ 栄養分の多い nourishing 5- 健康
□ 栄養補給剤 nutritional supplement 5- 健康
□ 栄養補助食品 supplement 5- 健康
□ 営林 forestry / forest management 2- 経済
□ 営林署 forestry office 2- 経済
□ 英連邦 the Commonwealth of Nations 1- 政治
□ A型肝炎 hepatitis A 5- 健康
□ A級戦犯 class A war criminal 1- 政治
□ AP通信 the Associated Press 1- 政治
□ 液化石油ガス liquefied petroleum gas / propane gas 2- 経済
□ 液化天然ガス liquefied natural gas 2- 経済
□ 液剤 liquid medicine 5- 健康
□ 液晶ディスプレイ liquid crystal display 3- 生活
□ エキス extract 5- 健康
□ エクスプレスメール express mail 2- 経済
□ エグゼクティブプロデューサー executive producer 3- 生活
□ エコノミークラス症候群 economy class syndrome / deep vein thrombosis 5- 健康
□ 壊死 necrosis 5- 健康
□ 壊死させる（～を） necrotize 5- 健康
□ 壊死する necrose 5- 健康
□ S&P500 種株価指数 the S&P 500 Index /   2- 経済
 Standard & Poor’s Composite Index of 500 Stocks
□ SF science fiction 3- 生活
□ S状結腸 sigmoid colon 5- 健康
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□ エストロゲン estrogen / follicular hormone 5- 健康
□ S波（次の波） secondary wave 4- 社会
□ エスプレッソ espresso 5- 健康
□ 枝 branch 4- 社会
□ エチケット袋 airsickness bag 2- 経済
□ X線 X-ray 5- 健康
□ X染色体 X chromosome 5- 健康
□ 越権行為をする exceed one’s authority 1- 政治
□ エッフェル塔（フランス） the Eiffel Tower 2- 経済
□ 干支 the Chinese Astrology 3- 生活
□ エナメル質 enamel 5- 健康
□ エネルギー energy 3- 生活
□ エネルギー気候変動省 the Department of Energy and Climate Change 1- 政治
□ エネルギー源 energy resources 3- 生活
□ エネルギー集約型産業 energy-intensive industry 2- 経済
□ エネルギー省 the Department of Energy /  1- 政治
 the Energy Department
□ エネルギー長官 the Secretary of Energy 1- 政治
□ 絵はがき picture postcard 2- 経済
□ FT100 種総合株価指数 the FT-Stock Exchange 100 Index  2- 経済
□ エホバ Jehovah 3- 生活
□ エボラウイルス Ebola virus 5- 健康
□ エボラ出血熱 Ebola Hemorrhagic fever  5- 健康
□ えら gill 4- 社会
□ えりまきトカゲ filled lizard 4- 社会
□ エルニーニョ the El Nino 4- 社会
□ LP ガス liquefied natural gas 2- 経済
□ エレクトロニクス electronics 3- 生活
□ 円 yen 2- 経済
□ 塩化カリウム potassium chloride 5- 健康
□ 塩化カルシウム calcium chloride 5- 健康
□ 遠隔医療 telemedicine 5- 健康
□ 遠隔学習 distance learning 3- 生活
□ 遠隔操作 remote control 1- 政治
□ 遠隔転移 remote metastatis 5- 健康
□ 塩化ナトリウム sodium chloride 5- 健康
□ 塩化ビニール vinyl chloride 3- 生活
□ 塩化マグネシウム magnesium chloride 5- 健康

□ 沿岸漁業 coastal fishing 2- 経済
□ 沿岸地域 coastal area 4- 社会
□ 塩基配列 base sequence [arrangement] 5- 健康
□ 演芸 performance 3- 生活
□ エンゲル係数 Engel’s coefficient / Engel’s law 3- 生活
□ 縁故主義 nepotism 4- 社会
□ 冤罪 false charge 4- 社会
□ 塩酸 hydrochloric acid 5- 健康
□ 遠視の farsighted / longsighted 5- 健康
□ 円借款 yen loan 1- 政治
□ 援助 aid 1- 政治
□ 炎症 inflammation 5- 健康
□ 炎上する flame 4- 社会
□ 延焼阻止 containment 4- 社会
□ 炎症の inflammatory 5- 健康
□ 炎症を起こす inflame 5- 健康
□ 援助団体 aid organization 1- 政治
□ 援助を受けて生活する live on charity 1- 政治
□ 援助を受ける receive [take] charity 1- 政治
□ 援助をする practice charity 1- 政治
□ 援助をする（～に） give charity to ... 1- 政治
□ 援助を求める ask for charity 1- 政治
□ 延髄 medulla oblongata 5- 健康
□ 塩水湖 salt (water) lake 4- 社会
□ 演説恐怖症 logophobia 5- 健康
□ 塩素 chlorine 4- 社会
□ エンターテインメント entertainment 3- 生活
□ 延滞税 taxes in arrears 4- 社会
□ 円高 strong yen 2- 経済
□ 円高差益 profit from strong yen 2- 経済
□ えんどう豆 pea 5- 健康
□ エンプロイアビリティ employability 3- 生活
□ 煙霧 haze 4- 社会
□ 延命する prolong one’s life 5- 健康
□ 延命治療 life-sustaining treatment 5- 健康
□ 円安 weak yen 2- 経済
□ 遠洋漁業 deep-sea fishing 2- 経済
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□ 生い立ち one’s early background 4- 社会
□ 応援する（～を） cheer up ... 1- 政治
□ 横隔膜 diaphragm 5- 健康
□ 応急処置的な quick-fix 1- 政治
□ 応急手当 first aid 5- 健康
□ 横行結腸 transverse colon 5- 健康
□ 王国 kingdom 1- 政治
□ 王子 prince 1- 政治
□ 牡牛座 Taurus 3- 生活
□ 押収 confiscation 4- 社会
□ 押収［没収］する（～を） confiscate 4- 社会
□ 欧州委員会 the European Commission 1- 政治
□ 欧州会計監査院 the European Court of Auditors 1- 政治
□ 欧州議会 the European Parliament 1- 政治
□ 欧州共同体 the European Community 1- 政治
□ 欧州経済社会評議会 the European Economic and Social Committee 1- 政治
□ 欧州原子力共同体 the European Atomic Energy Community 1- 政治
□ 欧州司法裁判所 the European Court of Justice 1- 政治
□ 欧州石炭鉄鋼共同体 the European Coal and Steal Community 1- 政治
□ 欧州中央銀行 the European Central Bank 1- 政治
  2- 経済
□ 欧州投資銀行 the European Investment Bank 1- 政治
□ 欧州理事会 the European Council 1- 政治
□ 欧州連合 the European Union 1- 政治
□ 欧州連合理事会 the Council of the European Union 1- 政治
□ 王女 princess 1- 政治
□ 応戦する return fire 1- 政治
□ 殴打 battery 4- 社会
□ 黄体ホルモン corpus luteum hormone 5- 健康
□ 殴打する（～を） batter 4- 社会
□ 黄疸 jaundice 5- 健康
□ 横断歩道 crosswalk / pedestrian crossing 2- 経済
□ 横断幕 banner 4- 社会
□ 嘔吐 vomiting 5- 健康
□ 嘔吐剤 vomiting agents 1- 政治
□ 黄熱（病） yellow fever 5- 健康

□ 黄熱ウイルス yellow fever virus 5- 健康
□ 往復切符 round-trip ticket 2- 経済
□ 往復はがき reply post card 2- 経済
□ 横領 embezzlement / pocketing 4- 社会
□ 横領［着服］する（～を） embezzle / pocket 4- 社会
□ 横領者 embezzler 4- 社会
□ オーガズム orgasm 5- 健康
□ 大型合併 megamerger 2- 経済
□ 大型株 large-capital stock 2- 経済
□ 大型間接税を導入する introduce a large-scale indirect tax 2- 経済
□ 大食い hearty eating 5- 健康
□ 大熊座 the Great Bear 4- 社会
□ 大蔵省 Her Majesty’s Treasury 1- 政治
□ 大酒飲み heavy drinker 5- 健康
□ オーストラリア大陸 the Australian Continent 4- 社会
□ 大樽 butt 5- 健康
□ ～大通り boulevard 2- 経済
□ オーナー企業 owner-managed firm 2- 経済
□ オーバートレーニング症候群 overtraining syndrome 5- 健康
□ オープン価格 open price 2- 経済
□ 大麦 barley 5- 健康
□ 大雪 heavy snow 4- 社会
□ オール oar 2- 経済
□ オーロラ aurora 4- 社会
□ 丘 hill 4- 社会
□ お抱え運転手 chauffeur 3- 生活
□ おがくず sawdust 4- 社会
□ 侵す（主権を～） violate 1- 政治
□ 丘の頂上 hilltop 4- 社会
□ 沖合［近海］漁業 offshore fishing 2- 経済
□ お決まりの外交儀礼 routine diplomatic courtesy 1- 政治
□ 起きる（火災が） (fire) break out 4- 社会
□ 奥歯 molar 5- 健康
□ お悔やみ condolence 3- 生活
□ 遅らせる（～を） delay 2- 経済
□ 遅れている lag behind 3- 生活
□ 怒りやすい testy 5- 健康
□ 押し上げる（～を） nudge ... upward 2- 経済
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□ 押し入り forced entry 4- 社会
□ 押し込み強盗 burglary 4- 社会
□ 押し込み強盗犯 burglar 4- 社会
□ 押し込み強盗を働く（～に） burgle 4- 社会
□ 押し進める（～を） push through ... 1- 政治
□ 汚職 corruption 4- 社会
□ オスの牛 bull 2- 経済
□ 雄のニワトリ rooster 5- 健康
□ 汚染 contamination 4- 社会
□ 汚染血液 tainted blood / contaminated blood 5- 健康
□ 汚染残土無害化技術 technology for cleaning contaminated soil 3- 生活
□ 汚染した polluted / contaminated 4- 社会
□ 汚染していない unpolluted 4- 社会
□ 汚染者負担の原則 polluter-pay principle 4- 社会
□ 汚染する（～を） pollute / contaminate 4- 社会
□ 汚染爆弾 dirty bomb 1- 政治
□ 汚染物質 pollutant / contaminant 4- 社会
□ 襲う（～を） hit 4- 社会
□ オゾン層 ozone layer 4- 社会
□ オゾンホール ozone hole 4- 社会
□ おたふくかぜ mumps 5- 健康
□ 小樽 keg 5- 健康
□ 小樽運河 the Otaru Canal 4- 社会
□ 落ち着かない nervous 5- 健康
□ 落ち着きのない restless 5- 健康
□ 追っかけ記者 paparazzo 1- 政治
□ お告げ revelation 3- 生活
□ オットセイ fur seal 3- 生活
□ 汚泥 sludge / slime 4- 社会
□ おでき boil 5- 健康
□ 脅す（～をすると） threaten to do 4- 社会
□ 乙女座 Virgo 3- 生活
□ おとり捜査 sting operation 4- 社会
□ 衰える diminish 4- 社会
□ 驚くべき astonishing 3- 生活
□ 音を立てて衝突する（～に） slam into ... 4- 社会
□ 尾根 ridge 4- 社会
□ おの ax 2- 経済

□ オパール opal 2- 経済
□ お化け屋敷 haunted house 3- 生活
□ 牡羊座 Aries 3- 生活
□ オプション option 2- 経済
□ オホーツク海 the Sea of Okhotsk 4- 社会
□ おぼれかける almost drown 4- 社会
□ おぼれて死ぬ drown 4- 社会
□ 思い切った drastic 1- 政治
□ 思い出す（～を） recall 3- 生活
□ 親会社 parent company 2- 経済
□ 親知らず wisdom tooth 5- 健康
□ 親指 thumb 5- 健康
□ オランウータン orangutan 3- 生活
□ オリーブの木 olive tree 4- 社会
□ オリオン座 Orion / the Hunter 4- 社会
□ おりもの vaginal discharge 5- 健康
□ オレンジ党勝利記念日 the Orangeman’s Day 3- 生活
□ 卸売業 wholesale 2- 経済
□ 卸売業者 wholesaler 2- 経済
□ 卸売物価 wholesale price 2- 経済
□ 卸売物価指数 wholesale price index 2- 経済
□ 降ろす（～を） unload 2- 経済
□ 終わり値を付ける（～の） close at ... 2- 経済
□ 終りのない endless 1- 政治
□ 音響デザイナー sound designer 3- 生活
□ 音響ミキサー sound mixer 3- 生活
□ 温室効果 the greenhouse effect 4- 社会
□ 温室効果ガス greenhouse gas / heat-trapping gas 4- 社会
□ 恩赦 amnesty / pardon 4- 社会
□ 恩赦を受ける receive a pardon 4- 社会
□ 温情措置 clemency 4- 社会
□ 音声学 phonetics 3- 生活
□ 温泉 hot spring 2- 経済
□ 温泉地 spa 2- 経済
□ 温暖前線 warm front 4- 社会
□ オンデマンドで on demand 3- 生活
□ おんどり rooster 5- 健康
□ オンブズマン ombudsman 1- 政治
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□ オンライン取引 online trading 2- 経済

か

□ カースト制 caste system 1- 政治
□ ガーゼ gauze 5- 健康
□ カーテン curtain 3- 生活
□ カード債務 credit card debt 2- 経済
□ カード破産 credit card delinquency 2- 経済
□ カートリッジ cartridge 4- 社会
□ ガードレール guardrail 2- 経済
□ カーナビ satellite navigation system  3- 生活
□ 買い buying 2- 経済
□ ～街 avenue 2- 経済
□ 海運会社 shipping firm 2- 経済
□ 海王星 Neptune 4- 社会
□ 絵画 painting 3- 生活
□ 外貨 foreign currency 2- 経済
□ 海外援助 overseas aid 1- 政治
□ 海外開発相 the International Development Minister 1- 政治
□ 海外送金 overseas remittance 1- 政治
□ 海外直接投資 foreign direct investment 2- 経済
□ 海外派兵 overseas dispatch of troops 1- 政治
□ 海外旅行する travel abroad 2- 経済
□ 改革 reform 1- 政治
□ 買掛金 account payable 2- 経済
□ 外貨準備高 foreign currency reserves 2- 経済
□ 外貨を獲得する gain foreign currency 2- 経済
□ 会期 session 1- 政治
□ 会期延長 extension of a session 1- 政治
□ 皆既月食 total lunar eclipse 4- 社会
□ 懐疑主義 skepticism 1- 政治
□ 会議所 chamber 1- 政治
□ 会期中 in session 1- 政治
□ 懐疑的な skeptical 1- 政治
□ 皆既日食 total solar eclipse 4- 社会
□ 海峡 strait / channel 4- 社会
□ 開業医 medical practitioner 5- 健康

□ 懐疑論 skepticism 1- 政治
□ 海軍 navy 1- 政治
□ 海軍軍人 sailor / seaman 1- 政治
□ 海軍陸海空作戦隊 the U.S. Navy SEALs 1- 政治
□ 会計 accounting 2- 経済
□ 会計学 accounting 3- 生活
□ 会計監査 auditing 2- 経済
□ 会計基準 accounting standards 2- 経済
□ 会計検査院 the Board of Audit of Japan 1- 政治
□ 会計事務所 accounting firm 2- 経済
□ 会計帳簿 account book 2- 経済
□ 会計年度 fiscal year 2- 経済
□ 会計の fiscal 2- 経済
□ 解決するための道筋をつける（～を） pave the way to solving ... 1- 政治
□ 戒厳令 martial law 1- 政治
□ 海溝 trench 4- 社会
□ 外交 diplomacy 1- 政治
□ 外交官 diplomat 1- 政治
□ 外交関係 diplomatic relations [ties] 1- 政治
□ 外交関係を安定化する（～と） stabilize diplomatic relations with ... 1- 政治
□ 外交関係を完全に回復する（～と） restore full diplomatic relations with ... 1- 政治
□ 外交関係を正常化する（～と） normalize diplomatic relations with ... 1- 政治
□ 外交儀礼 diplomatic courtesy 1- 政治
□ 外交使節 envoy 1- 政治
□ 外交手腕 diplomatic skill 1- 政治
□ 外交政策 foreign policy 1- 政治
□ 外交代表部 diplomatic representative office 1- 政治
□ 外交チャンネル diplomatic channel 1- 政治
□ 外交的解決 diplomatic solution 1- 政治
□ 外交的危機 diplomatic crisis 1- 政治
□ 外交的な diplomatic 1- 政治
□ 外交的な働きかけ diplomatic campaign 1- 政治
□ 外交特権 diplomatic immunity 1- 政治
□ 外交努力 diplomatic effort 1- 政治
□ 戒告 admonishment 4- 社会
□ 外国映画 foreign movie 3- 生活
□ 外国為替 foreign exchange 2- 経済
□ 外国為替及び外国貿易法（外為法） the Foreign Exchange and Foreign Trade Law 1- 政治
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□ 外国為替差益 foreign exchange gain 2- 経済
□ 外国為替相場 foreign exchange rate 2- 経済
□ 外国人登録法 the Alien Registration Law 1- 政治
□ 外国人排斥 xenophobia 1- 政治
□ 外国人労働者 foreign worker 3- 生活
□ 外国船舶監督 port state control 1- 政治
□ 外国人投資家 foreign investor 2- 経済
□ 解雇する（～を） fire / sack / ax 3- 生活
□ がい骨 skeleton 5- 健康
□ 開催地 venue 1- 政治
□ 海産物 marine product / seafood 5- 健康
□ 外耳 the external ear 5- 健康
□ 解釈する（～を） interpret 1- 政治
□ 解釈する（Aを Bとして～） construe A as B 1- 政治
□ 会社更生法 the Corporate Reorganization Law 1- 政治
□ 会社分割 spin-off / split-off / split-up 2- 経済
□ 外需 external [foreign] demand 2- 経済
□ 改宗 conversion 3- 生活
□ 改宗する（AからBへ～） convert from A to B 3- 生活
□ 外傷 external injury / wound 5- 健康
□ 外相 the Foreign Secretary 1- 政治
□ 海上警備行動 maritime patrol operation /  1- 政治
 maritime policing action
□ 海上自衛隊 the Maritime Self-Defense Force 1- 政治
□ 海上封鎖 naval blockade 1- 政治
□ 海上保安庁 the Japan Coast Guard 1- 政治
□ 海上保険 marine insurance 3- 生活
□ 解職請求 recall 1- 政治
□ 海水 sea water 4- 社会
□ 改正（法律などの～） amendment / revision 1- 政治
□ 改正する（～を） amend / revise 1- 政治
□ 解析学 arithmetical analysis 3- 生活
□ 回線使用料 connection fees 3- 生活
□ 凱旋門（フランス） the Arch of Triumph 2- 経済
□ 海草 seaweed 5- 健康
□ 海賊 pirate 1- 政治
□ 海賊行為 piracy 1- 政治
□ 外側広筋 vastus lateralis 5- 健康

□ 海賊版農作物 pirated agricultural product 2- 経済
□ 快速モーターボート speedboat 2- 経済
□ 解体する（～を） dismantle 1- 政治
□ 会談 talks 1- 政治
□ 外注 outsourcing 2- 経済
□ 害虫 harmful insect 5- 健康
□ 会長 chairman / chairperson / chair of the board 2- 経済
□ 回腸 ileum 5- 健康
□ 貝塚 midden 2- 経済
□ 海底 sea bottom 4- 社会
□ 海底火山 submarine volcano 4- 社会
□ 海底資源 sea bottom resources / seabed resources 4- 社会
□ 海底地震 submarine earthquake 4- 社会
□ 海底トンネル undersea [underwater] tunnel 4- 社会
□ 海底油田 undersea oil field / offshore oil field 2- 経済
□ 外的刺激 physical stimulation 5- 健康
□ 街灯 street light 2- 経済
□ 回答者 respondent 1- 政治
□ 回答率 response rate 1- 政治
□ 解任 dismissal 1- 政治
□ 解任する（～を） discharge / dismiss / oust 1- 政治
□ 開発 development 3- 生活
□ 海抜 height above sea level 4- 社会
□ 開発者 developer 3- 生活
□ 開発する（～を） develop 3- 生活
□ 開票 count / vote [ballot] counting 1- 政治
□ 開票結果 returns 1- 政治
□ 開票する count the vote [ballot] 1- 政治
□ 開票速報 report of early returns 1- 政治
□ 開票率 the percentage of votes counted 1- 政治
□ 外部からの刺激 physical stimulus 5- 健康
□ 外部監査 external audit 2- 経済
□ 外部監査人 external auditor 2- 経済
□ 回復 recovery / recuperation 5- 健康
□ 回復する rebound 2- 経済
 recuperate 5- 健康
□ 回復する（～から） recover from ... 5- 健康
□ 回復する（主権を～） restore 1- 政治
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□ 回復不可能の unrecoverable 5- 健康
□ 回復力 resilience / recuperative power 5- 健康
□ 外分泌腺 exocrine gland 5- 健康
□ 外分泌物 exocrine 5- 健康
□ 海兵隊 marine corps / the marines 1- 政治
□ 海兵隊員 marine 1- 政治
□ 会報 newsletter 1- 政治
□ 解剖学 anatomy 3- 生活
□ 解剖する（～を） dissect 5- 健康
□ 外務・英連邦省 the Foreign and Commonwealth Office 1- 政治
□ 外務省 the Foreign Ministry /  1- 政治
 the Ministry of Foreign Affairs
□ 外務大臣 Foreign Minister / the Minister for Foreign Affairs 1- 政治
□ 壊滅的な catastrophic 4- 社会
□ 海綿体 spongy body 5- 健康
□ 海洋 ocean 4- 社会
□ 潰瘍 ulcer 5- 健康
□ 海洋汚染 marine pollution 4- 社会
□ 海洋学 oceanography / oceanology 3- 生活
□ 海洋学者 oceanographer / oceanologist 3- 生活
□ 海洋資源 marine resources 4- 社会
□ 海洋深層水 deep sea water 4- 社会
□ 海洋生物学 marine biology 3- 生活
□ 海洋の oceanic 4- 社会
□ 海洋プレート oceanic plate 4- 社会
□ 外用薬 external medicine 5- 健康
□ 外来患者 outpatient 5- 健康
□ かいらい政権 puppet regime 1- 政治
□ かいらい政権を立てる set up a puppet regime 1- 政治
□ 解離性同一性障害 dissociative identity disorder 5- 健康
□ 戒律 precept 3- 生活
□ 戒律の preceptive 3- 生活
□ 戒律を守る observe a precept 3- 生活
□ 戒律を破る break a precept 3- 生活
□ 海流 current 4- 社会
□ 海路 sea route 2- 経済
□ カイロプラクティック chiropractic 5- 健康

□ 下院 lower house / the U.S. House of Representatives /  1- 政治
 the House of Commons
□ 下院議員 Congressman / Congresswoman /  1- 政治
 Congressperson / Representative
□ ガウン gown 3- 生活
□ カウンセラー counsellor 5- 健康
□ カエデ maple 4- 社会
□ カエル frog 4- 社会
□ 火炎 blaze / fire 4- 社会
□ 火炎瓶 molotov cocktail / petrol bomb 1- 政治
□ 顔 face 5- 健康
□ 顔のしわ取り face lift 5- 健康
□ 顔のぜい肉取り removal of excessive facial fat 5- 健康
□ 加害者 perpetrator / assailant 4- 社会
□ 価格 price 2- 経済
□ 化学 chemistry 3- 生活
□ 価格競争 price competition 2- 経済
□ 化学構造 chemical structure [composition] 3- 生活
□ 化学作用 chemical action 3- 生活
□ 化学実験 chemical experiment 3- 生活
□ 価格支配力 price leadership 2- 経済
□ 化学者 chemist 3- 生活
□ 化学製品 chemical product 3- 生活
□ 価格設定 pricing 2- 経済
□ 化学戦争 chemical warfare 1- 政治
□ 価格戦略 pricing strategy 2- 経済
□ 価格操作 price manipulation 2- 経済
□ 化学的要因 chemical factor 5- 健康
□ 価格統制 price control 2- 経済
□ 化学反応 chemical reaction 3- 生活
□ 化学肥料 chemical fertilizer 5- 健康
□ 化学物質 chemicals 4- 社会
□ 化学兵器 chemical weapon 1- 政治
□ 化学療法 chemotherapy 5- 健康
□ 価格を操作する manipulate prices 2- 経済
□ かかと heel 5- 健康
□ 鏡 mirror 2- 経済
□ 鏡恐怖症 spectrophobia 5- 健康
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□ 係長 subsection manager / chief clerk 2- 経済
□ カキ oyster 5- 健康
□ かき傷 scratch 5- 健康
□ 夏期講習 summer school / summer session 3- 生活
□ 書留にする（～を） register 2- 経済
□ 書留郵便 registered mail 2- 経済
□ カキの木 persimmon tree 4- 社会
□ 家業 family business 2- 経済
□ カキ養殖 oyster farming 2- 経済
□ 家禽 poultry 5- 健康
□ 核 core 4- 社会
□ 架空会社 fictitious company 4- 社会
□ 架空の fictional / fictitious 3- 生活
□ 核開発 nuclear development 3- 生活
□ 核拡散 nuclear proliferation 1- 政治
□ 核拡散防止条約 the Nuclear Nonproliferation Treaty / the Treaty  1- 政治
 on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
□ 核家族 nuclear family 3- 生活
□ 閣議 cabinet meeting 1- 政治
□ 核危機 nuclear crisis 1- 政治
□ 核査察 nuclear inspection 1- 政治
□ 隠された covert 4- 社会
□ 核酸 nucleic acid 5- 健康
□ 核実験 nuclear test 1- 政治
□ 角質層 horny layer 5- 健康
□ 学習 learning 3- 生活
□ 学習指導要領 course of study / teaching guidelines 3- 生活
□ 学習障害 learning disabilities 3- 生活
□ 学術雑誌 journal 1- 政治
□ 学術論文 article 3- 生活
□ 覚醒剤 stimulant 5- 健康
□ 覚醒した awake 5- 健康
□ 学生の身分 academic status 3- 生活
□ 核生物化学兵器 NBC weapons 1- 政治
□ 核戦争 nuclear war 1- 政治
□ 拡大する（主権を～） extend 1- 政治
□ 核弾頭 nuclear warhead 1- 政治
□ 学長 provost / president 3- 生活

□ 拡張主義 expansionism 1- 政治
□ 拡張する（領土を～） expand 1- 政治
□ 確定申告 final return 2- 経済
□ 確認 confirmation 2- 経済
□ 学年 year 3- 生活
□ 学年（大学前までの学校の） grade 3- 生活
□ 学年度 academic year 3- 生活
□ 核燃料サイクル nuclear fuel cycle 3- 生活
□ 核燃料再処理施設 nuclear fuel reprocessing plant 3- 生活
□ 核能力 nuclear capabilities 1- 政治
□ 核廃棄物 nuclear waste 4- 社会
□ 核廃棄物処分場 nuclear waste dump site 4- 社会
□ 核廃棄物処理場 nuclear waste dump 3- 生活
□ 核爆弾 nuclear [atomic] bomb 1- 政治
□ 核反応 nuclear reaction 3- 生活
□ 学部 faculty 3- 生活
□ 核不拡散条約 the Nuclear Nonproliferation Treaty / the Treaty  1- 政治
 on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
□ 学部生 undergraduate student 3- 生活
□ 学部長 dean 3- 生活
□ 核物質 nuclear material 3- 生活
□ 核分裂 nuclear fission 3- 生活
□ 核分裂性物質 fissile material 3- 生活
□ 核兵器 nuclear weapon 1- 政治
□ 核兵器備蓄 nuclear arsenal 1- 政治
□ 核兵器を備える（～に） nuclearize 1- 政治
□ 格別な exceptional 3- 生活
□ 核保有［開発］の意思 nuclear ambitions 1- 政治
□ 核保有国 nuclear power 1- 政治
□ 核保有国にする（～を） nuclearize 1- 政治
□ 角膜 cornea 5- 健康
□ 角膜移植 cornea transplant 5- 健康
□ 核ミサイル nuclear missile 1- 政治
□ 核問題の行き詰まり nuclear standoff 1- 政治
□ 学問の自由 academic freedom 1- 政治
□ 家具屋 furniture store 2- 経済
□ 格安航空券 discount air ticket 2- 経済
□ 核融合 nuclear fusion 3- 生活
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□ 核融合反応 fusion reaction 1- 政治
□ 核抑止力 nuclear deterrence 1- 政治
□ 隔離する（Aを Bから～） separate A from B 5- 健康
□ 隔離病棟 isolated ward / isolation ward 5- 健康
□ 閣僚会議 ministerial meeting 1- 政治
□ 閣僚の任免権 right to dismiss members of the cabinet 1- 政治
□ 学力 academic ability 3- 生活
□ 学力不振児 underachiever 3- 生活
□ 隠れ家 hideout 4- 社会
□ 学歴詐称 fictitious academic background 4- 社会
□ 賭け betting 3- 生活
□ 家計 family finance / family budget 3- 生活
□ 家計貯蓄率 household savings rate 2- 経済
□ 駆け落ち elopement 3- 生活
□ 駆け落ちする elope 3- 生活
□ 駆け落ちする人 eloper 3- 生活
□ 過激派 extremist 4- 社会
□ 過激派集団 radical group 4- 社会
□ 崖崩れ landslide 4- 社会
□ 可決 passage 1- 政治
□ 駆けつける（～に） rush [race] to ... 4- 社会
□ 可決する（～を） pass 1- 政治
□ 影の内閣 shadow cabinet 1- 政治
□ 賭ける bet 3- 生活
□ 下行結腸 descending colon 5- 健康
□ 加工食品 processed food 5- 健康
□ 加工品 merchandise 2- 経済
□ 化合物 compound 4- 社会
□ 下降噴流 downburst / downdraft / descending air current 4- 社会
□ 過呼吸 hyperpnea / hyperventilation 5- 健康
□ 火災 fire 4- 社会
□ 火災報知機 fire alarm 4- 社会
□ 火災保険 fire insurance 3- 生活
□ 火砕流 pyroclastic flow 4- 社会
□ 重ね合わせる（Aを Bに） superimpose A on [upon / over] B 4- 社会
□ かさぶた scab 5- 健康
□ 火山 volcano 4- 社会
□ 火山学 volcanology 3- 生活

□ 火山学者 volcanologist 4- 社会
□ 火山湖 volcanic lake 4- 社会
□ 火山砕屑物 pyroclastic material 4- 社会
□ 加算税 additional tax 4- 社会
□ 火山性微動 volcanic tremor 4- 社会
□ 火山の volcanic 4- 社会
□ 火山灰 volcanic ash 4- 社会
□ カ［華］氏 Fahrenheit 4- 社会
□ 家事 chore 3- 生活
□ カシ（どんぐりの木） oak 4- 社会
□ カジカ sculpin 5- 健康
□ カジキ swordfish 5- 健康
□ 可視光線 visible light [radiation] 4- 社会
□ 菓子職人 confectioner 3- 生活
□ 餓死する starve to death 1- 政治
□ 過失 negligence 4- 社会
□ 加湿器 humidifier 4- 社会
□ 貸付（金） loan 2- 経済
□ カジノ casino 3- 生活
□ 菓子屋 candy store / sweetshop 2- 経済
□ 貸家 rental home 2- 経済
□ 鍛冶屋 blacksmith 3- 生活
□ 加重平均 weighted average [mean] 2- 経済
□ 過剰一般化 overgeneralization 1- 政治
□ 過剰供給 oversupply 2- 経済
□ 過剰在庫 excess inventory 2- 経済
□ 過剰生産 overproduction 2- 経済
□ 過剰設備 overcapacity / excess in the industrial capacity /  2- 経済
 excess of capacities / excessive production capacity
□ 過剰な excessive 5- 健康
□ 過小評価された underestimated 1- 政治
□ 過剰包装 excess packaging / overpackaging 4- 社会
□ 過食 overeating 5- 健康
□ 過食症 bulimia 5- 健康
□ 可処分所得 disposable income 3- 生活
□ ガス gas 2- 経済
□ ガス油 gas oil 2- 経済
□ 下垂体 pituitary gland 5- 健康
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□ カスタマーパートナリング customer partnering 2- 経済
□ カスタマイズ customize 2- 経済
□ 数の子 herring roe 5- 健康
□ カスピ海 the Caspian Sea 4- 社会
□ かすみ blur 5- 健康
□ ガス漏れ警報機 gas alarm 4- 社会
□ かすんだ hazy 4- 社会
□ かぜ cold 5- 健康
□ 風 wind 4- 社会
□ 火星 Mars / the Red Planet 4- 社会
□ 課税 taxation 2- 経済
□ 課税所得 taxable income 3- 生活
□ 風が強い windy 4- 社会
□ 化石 fossil 2- 経済
□ 化石燃料 fossil fuel 2- 経済
□ 風恐怖症 anemophobia 5- 健康
□ かぜ薬 cold medicine 5- 健康
□ 仮説検証 hypothesis testing 1- 政治
□ 寡占 oligopoly 2- 経済
□ 河川汚染 river pollution 4- 社会
□ 寡占価格 oligopoly price 2- 経済
□ 河川恐怖症 potamophobia 5- 健康
□ 火葬 cremation 3- 生活
□ 仮想商店街 cybermall / virtual mall 2- 経済
□ 火葬する（～を） cremate 3- 生活
□ 仮想敵国 hypothetical [imaginary / potential] enemy 1- 政治
□ 加速 acceleration 5- 健康
□ 家族 family 3- 生活
□ 家族構成の変化 the change in the family structure 3- 生活
□ ガソリン gasoline / gas 2- 経済
□ ガソリン車 gasoline car 2- 経済
□ ガソリンスタンド gas [petrol] station 2- 経済
□ ガソリン税 gasoline tax 2- 経済
□ 肩 shoulder 5- 健康
□ 課題 assignment 3- 生活
□ 過大評価された overestimated 1- 政治
□ 肩撃ち式ミサイル shoulder-launched missile 1- 政治
□ 家宅侵入（する） trespass 4- 社会

□ 肩こり stiff neck / stiffness in the neck 5- 健康
□ かたまり lump / mass 5- 健康
□ 片道切符 one-way ticket 2- 経済
□ 傾く list 4- 社会
□ 傾く（運が～） (fortune) waver 3- 生活
□ カタログショッピング catalog shopping 2- 経済
□ 家畜 livestock 2- 経済
□ 価値のある valuable 1- 政治
□ 勝ち目のない winless 1- 政治
□ 課長 section manager 2- 経済
□ ガチョウ goose 5- 健康
□ カツオ bonito 5- 健康
□ 学科 department 3- 生活
□ 活火山 active volcano 4- 社会
□ 学期末試験 final (exam) 3- 生活
□ 学級崩壊 classroom disintegration /  3- 生活
 classroom collapse [disruption]
□ 学校 school 3- 生活
□ 割譲する（領土を～） divide / cede 1- 政治
□ 活性化 activation 5- 健康
□ 活性化させる（～を） revitalize / reinvigorate 2- 経済
 activate 5- 健康
□ 活性成分 active substance 4- 社会
□ 滑走路 runway 1- 政治
□ 活断層 active fault 4- 社会
□ がっちりした well-built 5- 健康
□ 勝手に送り付けてくる unsolicited 3- 生活
□ ガット the General Agreement on Tariffs and Trade 2- 経済
□ 活動家 activist 4- 社会
□ 活動資金 funds for activities 4- 社会
□ 活発な brisk 2- 経済
□ 合併症 complication 5- 健康
□ 合併する（～と） merge with ... 1- 政治
□ 活力 vigor 5- 健康
□ 課程 course 3- 生活
□ 家庭医 family doctor 5- 健康
□ 家庭教師 tutor 3- 生活
□ 家庭裁判所 family court 4- 社会
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□ 家庭内パートナー domestic partner 3- 生活
□ 家庭内別居 on-home separation 3- 生活
□ 家庭内暴力 domestic violence 4- 社会
□ カテキン catechin 5- 健康
□ 荷電粒子 electrically charged particle 4- 社会
□ 角 corner 2- 経済
□ 華道 flower arrangement / flower arranging 3- 生活
□ 香道 incense ceremony 3- 生活
□ 可動関節 movable joint 5- 健康
□ 下等動物 lower animal 5- 健康
□ 稼働率 capacity utilization 2- 経済
□ 過渡期の経済（圏） economy in transition 2- 経済
□ 過度の商業主義につながる lead to excessive commercialism 2- 経済
□ カドミウム cadmium 4- 社会
□ カトリック教徒 Catholic 3- 生活
□ カトリックの Catholic 3- 生活
□ カトリックの教義 Catholicism 3- 生活
□ 金物屋 hardware store / ironmonger 2- 経済
□ かなりの差で by a considerable margin 1- 政治
□ 蟹座 Cancer 3- 生活
□ 金 gold 2- 経済
□ 加熱処理 heat treatment 5- 健康
□ 加熱製剤 heated blood product 5- 健康
□ 可燃ゴミ burnable garbage / combustible garbage 4- 社会
□ 可燃性の combustible 4- 社会
□ 化膿する fester 5- 健康
□ 化膿性関節炎 purulent arthritis 5- 健康
□ 蚊の刺した跡 mosquito bite 5- 健康
□ カバ hippopotamus 3- 生活
□ 下半身 lower body 5- 健康
□ 下半身不随である be paralyzed from the waist down 5- 健康
□ カビ mold 5- 健康
□ 花瓶 vase 3- 生活
□ 過敏症 anaphylaxis / hypersensitivity 5- 健康
□ 過敏性 hypersensitivity 5- 健康
□ 過敏な hypersensitive 5- 健康
□ かぶ turnip 5- 健康
□ 株 share 2- 経済

□ カフェイン caffeine 5- 健康
□ カフェイン抜きコーヒー decaffeinated coffee / decaf 5- 健康
□ カフェオレ cafe au lait 5- 健康
□ 株価 stock price / share price 2- 経済
□ 株価収益率 price earnings ratio [multiple] 2- 経済
□ 株価バブル stock price bubble 2- 経済
□ 歌舞伎 kabuki 3- 生活
□ 下腹部 abdominal region 5- 健康
□ カプサイシン capsaicin 5- 健康
□ 株式 stock / share 2- 経済
□ 株式会社 joint-stock company / joint-stock corporation 2- 経済
□ 株式公開買い付け takeover bid 2- 経済
□ 株式市場 stock market 2- 経済
□ 株式上場 stock listing 2- 経済
□ 株式仲介業者 stockbroker 2- 経済
□ 株式の買い戻し stock repurchase 2- 経済
□ 株式配当 stock dividend 2- 経済
□ 株式を公開する go public 2- 経済
□ カプセル剤 capsule 5- 健康
□ カプチーノ cappuccino 5- 健康
□ 株主 stockholder / shareholder 2- 経済
□ 株主［自己］資本利益率 return on equity 2- 経済
□ 株主総会 stockholders’ meeting 2- 経済
□ 花粉 pollen 5- 健康
□ 花粉症 hay fever / pollinosis 5- 健康
□ かぼちゃ pumpkin 5- 健康
□ 神 God / Supreme Being 3- 生活
□ 紙おむつ disposable [paper] diaper 1- 政治
□ 紙くず wastepaper 4- 社会
□ 雷 thunder 4- 社会
□ 神への冒涜 sacrilege / blasphemy 3- 生活
□ カムチャッカ半島 the Kamchatka Peninsula 4- 社会
□ 加盟国 member state 1- 政治
□ カメラマン cameraman 3- 生活
□ 画面 screen 3- 生活
□ カモ wild duck 5- 健康
□ 貨物列車 freight train 2- 経済
□ かゆい itchy 5- 健康
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□ かゆくなる itch 5- 健康
□ かゆみ itchiness / itch 5- 健康
□ がらくた rubbish / refuse 4- 社会
□ からくり人形 mechanical doll 3- 生活
□ ガラス片 piece of glass 5- 健康
□ 体が締まっていない flabby 5- 健康
□ からっとした dry 4- 社会
□ カリキュラム curriculum 3- 生活
□ 仮契約 temporary contract 2- 経済
□ 仮差し押さえ（物件） provisional seizure 4- 社会
□ 仮差し止め命令 temporary injunction 4- 社会
□ 仮釈放 parole 4- 社会
□ 仮住居 temporary home 4- 社会
□ 仮出獄［出所］ release on parole / provisional release [discharge] 4- 社会
□ 仮処分 temporary injunction 4- 社会
□ 仮処分命令 provisional injunction 4- 社会
□ 仮免許証 temporary license 1- 政治
□ 下流 lower reaches 4- 社会
□ 顆粒球 granulocyte 5- 健康
□ 科料 light fine 4- 社会
□ 火力発電 thermal power generation 3- 生活
□ ガリレオ the Galileo Positioning System 3- 生活
□ カルシウム calcium 5- 健康
□ カルシフェロール calciferol 5- 健康
□ カルデラ湖 caldera lake 4- 社会
□ カルテル cartel 2- 経済
□ カルト教団 cult 3- 生活
□ カルト信者 cultist 3- 生活
□ カレイ flounder / flatfish 5- 健康
□ 加齢 aging 5- 健康
□ 華麗な brilliant 3- 生活
□ 瓦礫 debris / rubble 4- 社会
□ 瓦礫が散乱した車道 rubble-strewn pavements 4- 社会
□ 瓦礫の下敷きになる be buried by rubbles 4- 社会
□ カレッジ college 3- 生活
□ 枯葉 dead leaves 4- 社会
□ 枯れ葉剤 defoliant 1- 政治
□ 過労死 death from overwork  3- 生活

□ 過労死する die from overwork 5- 健康
□ カロリー calorie 5- 健康
□ カロリー消費 caloric expenditure 5- 健康
□ カロリー摂取 caloric intake 5- 健康
□ 川 river 4- 社会
□ 川岸 riverbank 4- 社会
□ 為替 exchange 2- 経済
□ 為替介入（中央銀行による～） foreign exchange intervention /  2- 経済
 central bank intervention
□ 為替投機 exchange speculation 2- 経済
□ 為替の安定 exchange stability 1- 政治
□ 為替預金 foreign currency deposit 2- 経済
□ 為替リスク exchange risk 2- 経済
□ 川底 riverbed 4- 社会
□ がん cancer 5- 健康
□ 簡易裁判所 summary court 4- 社会
□ 簡易生命保険 post office life insurance 2- 経済
□ 肝炎 hepatitis 5- 健康
□ 棺おけ coffin / casket 3- 生活
□ 灌漑 irrigation 2- 経済
□ 眼科医 ophthalmologist / eye doctor 5- 健康
□ 灌漑する（～を） irrigate 2- 経済
□ 灌漑地 irrigated land 2- 経済
□ 灌漑用水路 irrigation canal 2- 経済
□ 感覚記憶 sensory memory 3- 生活
□ カンガルー kangaroo 3- 生活
□ 乾期 dry season 4- 社会
□ かんきつ類の果物 citrus fruit 5- 健康
□ 観客（劇場，映画館などの） audience 2- 経済
□ 観客（スポーツの） spectator 2- 経済
□ 観客年齢制限（表示） film rating 3- 生活
□ 眼球 eyeball 5- 健康
□ 環境 environment 4- 社会
□ 環境アセスメント environmental assessment  4- 社会
□ 環境汚染 environmental pollution 4- 社会
□ 環境会計 environmental accounting  4- 社会
□ 環境基準 environmental standard 4- 社会
□ 環境経営評価 environmental management assessment 4- 社会
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□ 環境工学 environmental engineering  4- 社会
□ 環境指針 Environmental Principles for ODA 1- 政治
□ 環境省 the Ministry of the Environment /  1- 政治
 the Environment Ministry
□ 環境食糧省 the Minister for the Environment and Rural Affairs 1- 政治
□ 環境・食糧・地域開発省 the Department for Environment, Food and  1- 政治
 Rural Affairs
□ 環境大臣 the Minister of Environment 1- 政治
□ 環境テロ eco-terrorism 1- 政治
□ 環境難民 environmental refugee 1- 政治
□ 環境にやさしい environmentally friendly / eco-friendly / ecological 4- 社会
□ 環境の environmental 4- 社会
□ 環境破壊 environmental destruction 4- 社会
□ 環境白書 the White Paper on the Environment 4- 社会
□ 環境保護（保全）主義 environmentalism 4- 社会
□ 環境保全 environmental protection 4- 社会
□ 環境保全主義者 environmentalist 4- 社会
□ 環境保全庁 the Environmental Protection Agency 1- 政治
□ 監禁 confinement 4- 社会
□ 監禁する（～を） confine 4- 社会
□ 還元する（～に） pass on to ... 2- 経済
□ 観光 sightseeing 2- 経済
□ 観光業 tourism / tourist industry 2- 経済
□ 観光経営学 tourist industry management 2- 経済
□ 肝硬変 cirrhosis 5- 健康
□ 観光を推進する promote tourism 2- 経済
□ 看護学 nursing science 3- 生活
□ 勧告 recommendation 1- 政治
□ 勧告する（～を） recommend 1- 政治
□ 看護師 nurse 5- 健康
□ 看護師長 chief nurse 5- 健康
□ 監査 audit 2- 経済
□ がん細胞 cancer cell 5- 健康
□ 監査証明 audit certificate 2- 経済
□ 監査税務 auditing 2- 経済
□ 監察医 medical examiner 5- 健康
□ 監査報告 audit report 2- 経済
□ 監査法人 audit corporation 2- 経済

□ 監査役 auditor 2- 経済
□ 監視 surveillance 4- 社会
□ 監視［偵察］飛行 surveillance flight 1- 政治
□ 患者 patient 5- 健康
□ 感謝祭 the Thanksgiving Day 3- 生活
□ 看守 jailer 4- 社会
□ 慣習法 customary law 1- 政治
□ 感受性が鈍い insensitive 5- 健康
□ 感受性の強い sensitive 5- 健康
□ 緩衝国 buffer state 1- 政治
□ 感情の起伏が激しい moody 5- 健康
□ 監視を強化する step up [tighten] surveillance 4- 社会
□ 関税 customs / tariff 2- 経済
□ 慣性航法装置 inertial navigation system 3- 生活
□ がん性の cancerous 5- 健康
□ 眼精疲労 eye strain / eye fatigue 5- 健康
□ 完成品 finished goods 2- 経済
□ 関税貿易一般協定 the General Agreement on Tariffs and Trade 2- 経済
□ 慣性力 inertial force 1- 政治
□ 歓声を上げる let out whoops of joy 3- 生活
□ 関税を引き上げる（～に対する） raise [increase] tariffs on ... 2- 経済
□ 関税を引き下げる（～に対する） lower [reduce] tariffs on ... 2- 経済
□ 関節 joint 5- 健康
□ 関節炎 arthritis 5- 健康
□ 間接金融 indirect financing 2- 経済
□ 間接差別 indirect discrimination 1- 政治
□ 間接税 indirect tax 2- 経済
□ 関節痛 joint pain 5- 健康
□ 間接被害 indirect damage 4- 社会
□ 間接民主主義 indirect democracy 1- 政治
□ 感染 infection 5- 健康
□ 汗腺 sweat [perspiratory] gland 5- 健康
□ 感染源 source of infection 5- 健康
□ 感染させる（～を） infect 5- 健康
□ 感染している（～に） be infected with ... 5- 健康
□ 感染症 infectious disease 5- 健康
□ 感染性の（間接～） infectious 5- 健康
□ 感染性の（接触～） contagious 5- 健康
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□ 完全切除 eradication 5- 健康
□ 完全切除する（～を） eradicate 5- 健康
□ 幹線道路 highway 2- 経済
□ 完全な主権 full sovereignty 1- 政治
□ 感染に対して抵抗力のある be resistant to infection 5- 健康
□ 感染力 infectious capacity 5- 健康
□ 肝臓 liver 5- 健康
□ 肝臓移植 liver transplant 5- 健康
□ 肝臓がん liver cancer 5- 健康
□ 乾燥食品 dehydrated food 5- 健康
□ 観測所 observatory 3- 生活
□ 寒帯 polar region 4- 社会
□ 艦隊 fleet 1- 政治
□ 眼帯 eye patch 5- 健康
□ 寛大な lenient 1- 政治
□ 寒帯林 frigid forest 4- 社会
□ 干拓 reclamation 2- 経済
□ 干拓する（～を） reclaim 2- 経済
□ 干拓地 reclaimed land 2- 経済
□ 元日 the New Year’s Day 3- 生活
□ 感知器 sensor 4- 社会
□ 干潮 low tide 4- 社会
□ カンツォーネ canzone 3- 生活
□ 缶詰食品 canned food 5- 健康
□ 艦艇 warship 1- 政治
□ 鑑定料 valuation fee 3- 生活
□ 寒天 agar 5- 健康
□ 乾電池 dry cell battery 4- 社会
□ 感動的な impressive 3- 生活
□ 冠動脈 coronary artery 5- 健康
□ 監督 supervision 1- 政治
 director 3- 生活
□ 監督義務を怠る neglect one’s supervisory responsibilities 4- 社会
□ 監督する（～を） supervise 1- 政治
□ カントリー音楽 country music / country and western 3- 生活
□ がんに侵された cancer-stricken 5- 健康
□ がんになる develop cancer 5- 健康
□ カンヌ国際映画祭 the Cannes International film Festival 3- 生活

□ 神主 shrine [Shinto] priest 3- 生活
□ 間脳 interbrain 5- 健康
□ 干ばつ drought 4- 社会
□ 甲板 deck 1- 政治
□ 感冒 cold / common cold / coryza 5- 健康
□ 漢方薬 Chinese medicine 5- 健康
□ 陥没する subside 4- 社会
□ 丸薬 pill 5- 健康
□ 寛容な clement 4- 社会
□ 観覧車 Ferris wheel 3- 生活
□ 管理 conservation 4- 社会
□ 管理医療 managed care 5- 健康
□ 管理会計 management accounting 2- 経済
□ 管理職 managerial position 2- 経済
□ 管理費 management fee 2- 経済
□ 慣例 practice 3- 生活
□ 寒冷前線 cold front 4- 社会
□ 関連会社 affiliate [affiliated] company 2- 経済
□ 関連した relevant / pertinent 1- 政治
□ 関連性のない irrelevant 1- 政治
□ 緩和医療 palliative care 5- 健康

き

□ 気圧配置 pressure pattern 4- 社会
□ 議員 lawmaker / legislator / assembly member 1- 政治
□ 議院 chamber 1- 政治
□ 議員特権 privileges of Diet members 1- 政治
□ 議院内閣制 parliamentary cabinet system 1- 政治
□ 記憶 memory 3- 生活
□ 記憶障害 memory loss / defects of memory 5- 健康
□ 記憶する（～を） memorize 3- 生活
□ 記憶違い memory lapse 3- 生活
□ 記憶に刻む（～を） imprint 3- 生活
□ 気落ちした despondent 5- 健康
□ 気温 temperature 4- 社会
□ 帰化 naturalization 1- 政治
□ 飢餓 starvation / hunger / famine 1- 政治
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□ 議会 assembly / the Parliament 1- 政治
□ 機会原価 opportunity cost 2- 経済
□ 機械工学 mechanical engineering 3- 生活
□ 議会主義 parliamentarism 1- 政治
□ 議会制民主主義 parliamentary democracy 1- 政治
□ 議会制立憲君主制 parliamentary constitutional monarchy 1- 政治
□ 議会の congressional / parliamentary 1- 政治
□ 機会費用 opportunity cost 2- 経済
□ 幾何学 geometry 3- 生活
□ 幾何学模様 geometric pattern 3- 生活
□ 企画 project 1- 政治
□ 企画チーム project team 1- 政治
□ 企画チームを解散する dissolve a project team 1- 政治
□ 企画チームを結成する organize [form / set up] a project team 1- 政治
□ 企画を温める incubate a project 1- 政治
□ 企画を始動させる launch a project 1- 政治
□ 企画を立てる plan [develop] a project 1- 政治
□ 帰化させる（～を） naturalize 1- 政治
□ 気が短い impatient / short [quick / hot]-tempered 5- 健康
□ 気管 trachea 5- 健康
□ 義眼 artificial eye 1- 政治
□ 気管支 bronchi 5- 健康
□ 季刊誌 quarterly 1- 政治
□ 気管支炎 bronchitis 5- 健康
□ 気管支ぜんそく bronchial asthma 5- 健康
□ 機関車 locomotive 2- 経済
□ 機関銃 machine gun 1- 政治
□ 機関投資家 institutional investor 2- 経済
□ 帰還兵 veteran 1- 政治
□ 危機 crisis 1- 政治
□ 危機管理 crisis management 4- 社会
□ 危機に追い込む（～を） bring ... to a crisis 1- 政治
□ 危機に見舞われている（～の） be under threat of ... 1- 政治
□ 効き目がなくなる become ineffective 5- 健康
□ 企業 company / firm / enterprise / business /  2- 経済
 business enterprise
□ 企業（型）年金 corporate pension 3- 生活
□ 企業家 enterpriser 2- 経済

□ 起業家 entrepreneur 2- 経済
□ 起業家（精神）の entrepreneurial 2- 経済
□ 企業会計 business accounting 2- 経済
□ 起業家精神 entrepreneurship 2- 経済
□ 企業業績 business performance 2- 経済
□ 起業支援 incubation 2- 経済
□ 企業収益 corporate profits / corporate earnings 2- 経済
□ 企業スキャンダル corporate scandal 4- 社会
□ 企業短期経済観測調査 the Short-Term Economic Survey of Principal 2- 経済
 Enterprise in Japan
□ 企業統治 corporate governance 2- 経済
□ 企業の社会的責任 corporate social responsibility 2- 経済
□ 企業風土 corporate culture 2- 経済
□ 企業別労働組合 company union 3- 生活
□ 企業予測 corporate forecast 2- 経済
□ キク chrysanthemum 5- 健康
□ 棄権 abstention 1- 政治
□ 危険運転致死傷罪 the crime of dangerous driving resulting in  4- 社会
 injury or death 
□ 棄権する abstain 1- 政治
□ 危険な航路 dangerous routes 4- 社会
□ 危険労働 hazardous work 3- 生活
□ 気候 climate 4- 社会
□ 気候学 climatology 4- 社会
□ 気候学者 climatologist 4- 社会
□ 寄港する make a port call 2- 経済
□ 寄港地 port of call 2- 経済
□ 木こり lumberjack 2- 経済
□ 既婚の married 3- 生活
□ 記事 article 1- 政治
□ 基軸通貨 key currency / international currency 2- 経済
□ 器質的疾患 organic disease 5- 健康
□ 岸に打ち上げる（～を） wash up ... 4- 社会
□ きじの肉 pheasant 5- 健康
□ 議事妨害 filibuster 1- 政治
□ 記者 journalist 1- 政治
□ 記者会見 press conference 1- 政治
□ 記者団 press corps 1- 政治
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□ 義手 artificial arm 1- 政治
□ 奇襲攻撃 surprise attack 1- 政治
□ 技術援助 technical assistance 1- 政治
□ 技術シーズ technology seeds 2- 経済
□ 技術上の欠陥 technical failure 4- 社会
□ 技術上の支障 technical hitch 4- 社会
□ 基準を満たす meet standards 3- 生活
□ 気象 weather 4- 社会
□ 議場 chamber 1- 政治
□ 机上演習 war game 1- 政治
□ 気象学 meteorology 4- 社会
□ 気象学者 meteorologist 4- 社会
□ 稀少金属 rare metal 2- 経済
□ 偽証罪 perjury 4- 社会
□ 気象台 meteorological observatory 4- 社会
□ 気象庁 the Meteorological Agency /  4- 社会
 the Meteorological Office
□ 気象予報士 weather forecaster / weatherman / weatherwoman 4- 社会
□ 議事録 minutes 1- 政治
□ 傷跡 scar 5- 健康
□ 傷跡の修正 scar revision / correction of scars 5- 健康
□ 傷つける（～を） hurt 5- 健康
□ 規制 regulation 1- 政治
□ 規制緩和 deregulation 1- 政治
□ 寄生細菌 parasitic bacterium 5- 健康
□ 犠牲者を出す suffer casualties 4- 社会
□ 規制する（～を） regulate 1- 政治
□ 犠牲にする（～を） victimize 4- 社会
□ 規制を撤廃［緩和］する（～の） deregulate 1- 政治
□ 季節風 monsoon 4- 社会
□ 季節変動 seasonal fluctuation 2- 経済
□ 起訴 prosecution / indictment 4- 社会
□ 競う compete 2- 経済
□ 偽造 forgery / falsification 4- 社会
□ 偽造クレジットカード altered credit card 4- 社会
□ 偽装結婚 phony marriage 3- 生活
□ 偽造証明書 fake license 1- 政治

□ 偽造する（～を） forge / counterfeit 1- 政治
 forge / falsify 4- 社会
□ 偽造薬 counterfeit drug 5- 健康
□ 偽造領収書 forged receipt 4- 社会
□ 義足 artificial leg 1- 政治
□ 貴族（個人の～） aristocrat 1- 政治
□ 貴族（集合的に～） the nobility 1- 政治
□ 起訴する（～を） prosecute / indict 4- 社会
□ 基礎代謝 basal metabolism 5- 健康
□ 基礎的財政収支赤字 primary balance deficit 2- 経済
□ 基礎年金 basic pension 3- 生活
□ 基礎必修科目 prerequisite 3- 生活
□ 北アイルランド省 the Northern Ireland Office 1- 政治
□ 北アイルランド相 the Northern Ireland Minister 1- 政治
□ 議題 agenda 1- 政治
□ 議題に載せる（～を） place ... on the agenda 1- 政治
□ 北大西洋 the North Atlantic Ocean 4- 社会
□ 北大西洋条約機構 the North Atlantic Treaty Organization 1- 政治
□ 北太平洋 the North Pacific Ocean 4- 社会
□ 北朝鮮人権法 the North Korean Human Rights Act of 2004 1- 政治
□ 気団 air mass 4- 社会
□ 機長 captain 2- 経済
□ 議長総括 chairman’s [chair’s] summary 1- 政治
□ キックバック kickback 4- 社会
□ ぎっくり腰 sprained lower back / slipped disk 5- 健康
□ 切手を発行する issue a stamp 2- 経済
□ 規定 stipulation 1- 政治
□ 議定書 protocol 1- 政治
□ 規定する（～を） stipulate 1- 政治
□ 亀頭 glans penis / the glans 5- 健康
□ 気道 respiratory tract 5- 健康
□ 軌道 orbit 3- 生活
□ 機動性 mobility 1- 政治
□ 機動隊 riot police 4- 社会
□ 軌道を回る（～の） orbit around ... 3- 生活
□ 危篤の critical 5- 健康
□ 機内安全説明 safety instructions 2- 経済
□ 機内サービス in-flight service 2- 経済
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□ 機内食 in-flight [airline] meal 2- 経済
□ 機内持ち込み手荷物 carry-on baggage   2- 経済
□ 記念館［品］ memorial 3- 生活
□ 記念切手 commemorative stamp 2- 経済
□ 記念式典 commemoration 3- 生活
□ 記念する（～を） mark 3- 生活
□ 記念の commemorative 3- 生活
□ 記念碑 monument 2- 経済
□ 記念日 anniversary 3- 生活
□ 記念品 commemorative 3- 生活
□ 技能 skill 3- 生活
□ 機能障害 dysfunction / disfunction 5- 健康
□ 機能不全 malfunction 5- 健康
□ 木のない treeless 2- 経済
□ 木の実 nut 4- 社会
□ 木の芽 bud 5- 健康
□ 起爆装置 detonator 1- 政治
□ キハダマグロ yellowfin tuna 4- 社会
□ 揮発する volatilize 2- 経済
□ 揮発性液体 volatile liquid 1- 政治
□ 揮発性の volatile 2- 経済
□ 揮発油 gasoline / gas 2- 経済
□ 気晴し pastime 3- 生活
□ 厳しい strict / stringent / harsh 1- 政治
□ 厳しい服役を受けることになる face serious jail time 4- 社会
□ 寄付金 donation 1- 政治
□ 寄付金控除 deduction for donations 2- 経済
□ 起伏する rise and fall 4- 社会
□ 寄付者 contributor 1- 政治
□ ギブス cast / plaster 5- 健康
□ 寄付する make donations 1- 政治
□ 器物破棄行為 vandalism 3- 生活
□ 寄付を集める collect donations 1- 政治
□ 寄付をもらう（～から） receive a donation from ... 1- 政治
□ 希望小売価格 suggested retail price 2- 経済
□ 希望退職 voluntary retirement  3- 生活
□ 規模の経済 economies of scale 2- 経済
□ 基本給 base salary 3- 生活

□ 基本賃金 basic rate of pay 1- 政治
□ 基本的人権 fundamental human right  1- 政治
□ 基本的人権の尊重 respect for basic human rights 1- 政治
□ 義務教育 compulsory education 3- 生活
□ 記銘 imprint 3- 生活
□ 記名投票 open vote 1- 政治
□ 偽名領収書 receipt under an assumed name 4- 社会
□ 規約 covenant 1- 政治
□ 偽薬 placebo 5- 健康
□ 客員教授 visiting professor 3- 生活
□ 逆効果な counterproductive 2- 経済
□ 客室乗務員 flight [cabin] attendant 2- 経済
□ 客船 passenger boat 2- 経済
□ 虐待 abuse 4- 社会
□ 虐待者 abuser 4- 社会
□ 虐待する（～を） abuse 4- 社会
□ 逆断層 reverse fault 4- 社会
□ 逆転 upset 1- 政治
□ 逆買収 pack-man defense / counter tender 2- 経済
□ 客引 barker 4- 社会
□ 脚本 script / screenplay / scenario 3- 生活
□ 脚本家 script [screenplay / scenario] writer 3- 生活
□ 脚本監督 script supervisor 3- 生活
□ 逆輸入 re-import / reimport 2- 経済
□ 逆輸入車 reimported car 2- 経済
□ 逆流性食道炎 gastroesophageal reflux disease 5- 健康
□ 客観テスト objective test 3- 生活
□ キャッシュフロー cash flow 2- 経済
□ キャッシュフロー計算書 statement of cash flows 2- 経済
□ キャッシュフローマネジメント cash flow management 2- 経済
□ キャップ cap 3- 生活
□ キャビア caviar 5- 健康
□ キャピタルゲイン capital gain 2- 経済
□ キャピタルロス capital loss 2- 経済
□ キャリア career 3- 生活
□ キャリア外交官 career diplomat 3- 生活
□ キャリア官僚 career bureaucrat [official] 4- 社会
□ ギャンブラー gambler 3- 生活
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□ ギャンブル gambling / game of chances 3- 生活
□ 休会 adjournment / recess 1- 政治
□ 休火山 dormant volcano 4- 社会
□ 休刊日 press holiday 1- 政治
□ 救急救命士 paramedic 5- 健康
□ 救急室 emergency room 5- 健康
□ 救急車 ambulance 5- 健康
□ 救急隊員 emergency worker 4- 社会
□ 救急用ヘリコプター ambulance helicopter 5- 健康
□ 休業する shut down 2- 経済
□ 急行列車 rapid train 2- 経済
□ 急使 courier 1- 政治
□ 灸師 moxacauterist 5- 健康
□ 急死する die suddenly 5- 健康
□ 牛舎 cow barn 2- 経済
□ 吸収 absorption 4- 社会
□ 吸収合併 M & A (merger and acquisition) 2- 経済
□ 吸収する absorb 4- 社会
□ 急襲する（～を） storm 1- 政治
□ 救出 salvage 4- 社会
□ 救出する（～から） pluck from ... 4- 社会
□ 救助活動 rescue operation 4- 社会
□ 求職者 job hunter [seeker] 3- 生活
□ 救助犬 rescue dog 4- 社会
□ 救助隊 rescue team 4- 社会
□ 救助隊員 rescue worker / rescuer 4- 社会
□ 救助隊を派遣する dispatch a rescue team 4- 社会
□ 求人申し込み job application 3- 生活
□ 急性アルコール中毒 acute alcoholism 5- 健康
□ 急性灰白髄炎 poliomyelitis 5- 健康
□ 急性肝炎 acute hepatitis 5- 健康
□ 急性機能不全 acute dysfunction 5- 健康
□ 急性循環不全 acute circulation failure 5- 健康
□ 急性腎炎 acute nephritis 5- 健康
□ 急性虫垂炎 appendicitis 5- 健康
□ 急性の acute 5- 健康
□ 急性疲労 acute fatigue 5- 健康
□ 急速眼球運動 rapid eye movement 5- 健康

□ 旧ソ連 the former Soviet Union 1- 政治
□ 旧敵国条項 former enemy clause 1- 政治
□ 急騰する soar 2- 経済
□ 牛肉 beef 2- 経済
  5- 健康
□ 牛乳 milk 5- 健康
□ 急反発する roar back 2- 経済
□ 救命胴衣 life vest 2- 経済
 life jacket 4- 社会
□ 救命ボート lifeboat 4- 社会
□ 旧訳聖書 the Old Testament 3- 生活
□ 給与 salary 3- 生活
□ 給与者名簿 payroll 3- 生活
□ 給与住宅（社宅など） subsidized home 2- 経済
□ 給与所得 employment income / salary income 3- 生活
□ 給与総額 payroll 3- 生活
□ 急落する fall sharply / take sharp dive / plunge / tumble /  2- 経済
 plummet
□ きゅうり cucumber 5- 健康
□ 灸療 moxibustion 5- 健康
□ 給料 paycheck 3- 生活
□ 給料支払小切手 paycheck 3- 生活
□ 脅威 threat 1- 政治
□ 教育 education 3- 生活
□ 教育委員会 board of education 3- 生活
□ 教育改革 educational reform 3- 生活
□ 教育学 pedagogy 3- 生活
□ 教育過程 curriculum 3- 生活
□ 教育基本法 the Fundamental Law on Education 1- 政治
□ 教育実習 teaching practicum 3- 生活
□ 教育実習生 trainee teacher 3- 生活
□ 教育省 the Department of Education / the Education 1- 政治
 Department / the Department for Education
□ 教育・職業技能相 the Education Secretary 1- 政治
□ 教育心理学 educational psychology 3- 生活
□ 教育する（～を） educate 3- 生活
□ 教育長官 the Secretary of Education 1- 政治
□ 教育的な educational 3- 生活
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□ 教育費 educational expenses 3- 生活
□ 教育を受ける権利 right to education 1- 政治
□ 脅威になっている threatening 1- 政治
□ 脅威を与える pose a threat 1- 政治
□ 脅威を誇張する exaggerate threats 1- 政治
□ 共演する（～と） costar with ... 3- 生活
□ 教会 church 3- 生活
□ 教会に礼拝に行く go to church 3- 生活
□ 教会付属の墓地 churchyard 3- 生活
□ 教科課程 course of study / teaching guidelines 3- 生活
□ 教科書 textbook 3- 生活
□ 恐火症 pyrophobia 5- 健康
□ 教科書検定 textbook screening 3- 生活
□ 強化する（～を） beef up [tighten] ... 4- 社会
□ 恐喝 extortion 4- 社会
□ 恐喝者 extortionist / blackmailer 4- 社会
□ 恐喝する（～を） extort / blackmail 4- 社会
□ 供給 supply 2- 経済
□ 供給熱量自給率 calorie-supply self-sufficiency rate 2- 経済
□ 供給不足 undersupply 2- 経済
□ 胸腔 thorax / chest cavity 5- 健康
□ 凝結する condense 4- 社会
□ 狂言 kyogen 3- 生活
□ 狂犬病 rabies 5- 健康
□ 狂犬病ウイルス rabies virus 5- 健康
□ 強硬な tough / hard-line 1- 政治
□ 胸骨 breastbone 5- 健康
□ 凝固点 setting [coagulating] point 2- 経済
□ 教材 teaching material 3- 生活
□ 共済年金 mutual aid pension 3- 生活
□ 共産主義 communism 1- 政治
□ 共産主義者 communist 1- 政治
□ 共産主義の communistic 1- 政治
□ 教主 imam 3- 生活
□ 教授 professor 3- 生活
□ 教授会 faculty meeting 3- 生活
□ 供述録取書 deposition 4- 社会
□ 狭所恐怖症 claustrophobia 5- 健康

□ 教職歴 teaching career 3- 生活
□ 強心剤 cardiotonic 5- 健康
□ 狂信者 religious fanatic 3- 生活
□ 狭心症 angina pectoris 5- 健康
□ 恐水症 hydrophobia 5- 健康
□ 行政 administration 1- 政治
□ 矯正院 house of correction 4- 社会
□ 行政改革 administrative reform 1- 政治
□ 行政官 administrator 1- 政治
□ 行政監視官 ombudsman 1- 政治
□ 行政規則 administrative order 1- 政治
□ 行政執行機関 executive body 1- 政治
□ 行政指導 administrative guidance 1- 政治
□ 強制収用 expropriation 1- 政治
□ 行政書士 administrative scrivener  3- 生活
□ 行政処分 administrative punishment 4- 社会
□ 行政訴訟 administrative litigation 4- 社会
□ 行政の administrative 1- 政治
□ 行政府 administrative branch / executive branch 1- 政治
□ 強制保険 mandatory insurance / obligatory insurance 3- 生活
□ 強制労働 forced labor 1- 政治
□ 強制労働の廃止 abolition of forced labor 1- 政治
□ 強制わいせつ sexual assault 4- 社会
□ 業績 performance 2- 経済
□ 業績給 performance-based pay  3- 生活
□ 業績評価 performance review 2- 経済
 performance evaluation  3- 生活
□ 胸腺 thymus gland 5- 健康
□ 競争 competition 2- 経済
□ 競争相手 competitor 2- 経済
□ 競争優位性 competitive advantage 2- 経済
□ 競争力 competitiveness 2- 経済
□ 競争力のある competitive 2- 経済
□ 兄弟愛 brotherhood 3- 生活
□ 兄弟姉妹 sibling 3- 生活
□ きょうだいの fraternal 3- 生活
□ 協調介入（通貨） coordinated intervention / joint intervention 2- 経済
□ 強調する（～と） emphasize / underline 1- 政治
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□ 胸椎 thoracic vertebra 5- 健康
□ 競艇 motor boat race 3- 生活
□ 協定 agreement / convention / deal 1- 政治
□ 教頭 vice principal 3- 生活
□ 共同制作者 co-producer 3- 生活
□ 共同宣言 joint declaration 1- 政治
□ 共同墓地 cemetery 3- 生活
□ 京都議定書 the Kyoto Protocol 1- 政治
□ 脅迫 threat 4- 社会
□ 脅迫する（～を） threaten 4- 社会
□ 強迫性障害 obsessive compulsive disorder  5- 健康
□ 脅迫電話 phone threat / threatening call 4- 社会
□ 共犯 accomplice 4- 社会
□ 恐怖 fear 5- 健康
□ 強風 strong wind 4- 社会
□ 強風に煽られ燃え広がる spread driven by strong winds 4- 社会
□ 恐怖症 phobia 5- 健康
□ 共謀 collusion 4- 社会
□ 業務監査 performance audit 2- 経済
□ 業務上過失 professional negligence 4- 社会
□ 業務上過失致死 professional negligence resulting in death 4- 社会
□ 業務を拡大する expand one’s business 2- 経済
□ 協約 deal 1- 政治
□ 狂乱 frenzy 1- 政治
□ 協力 cooperation 1- 政治
□ 協力する offer cooperation / cooperate 1- 政治
□ 協力的な cooperative 1- 政治
□ 強力な証拠 strong evidence 4- 社会
□ 協力を得る gain [get / obtain / receive / win] cooperation 1- 政治
□ 協力を強化する boost [strengthen] cooperation 1- 政治
□ 協力を請う invite cooperation 1- 政治
□ 共和国 republic 1- 政治
□ 共和制 republicanism 1- 政治
□ 共和制にする（～を） republicanize 1- 政治
□ 共和党 the Republican Party 1- 政治
□ 共和党大会 Republican convention 1- 政治
□ 許可（証） license 1- 政治
□ 漁獲高 fish catch 2- 経済

□ 漁獲割当 fishing quota 2- 経済
□ 許可を与える（～する） grant a license to ... 1- 政治
□ 許可を受けて under license 1- 政治
□ 許可を受けている（～する） be licensed to do 1- 政治
□ 漁業 fishery 2- 経済
□ 漁業組合 fishermen’s association 2- 経済
□ 漁業権 fishery rights 2- 経済
□ 局所転移 local metastatis 5- 健康
□ 極端な extreme 1- 政治
□ 局地的な local / limited 1- 政治
□ 局長代理 deputy chief of police 4- 社会
□ 極東国際軍事裁判 the International Military Tribunal for the Far East 1- 政治
□ 局部麻酔 local anesthesia 5- 健康
□ 極夜 polar night 4- 社会
□ 漁港 fishing harbor 4- 社会
□ 魚港 fishing port 4- 社会
□ 虚弱体質である have a weak constitution 5- 健康
□ 居住者 resident 2- 経済
□ 漁場 fishing spot [ground] 2- 経済
□ 拒食症 anorexia / anorexia nervosa 5- 健康
□ 去勢 castration 5- 健康
□ 去勢牛 castrated bull / ox 2- 経済
□ 去勢する（～を） castrate 5- 健康
□ 拒絶する（～を） repudiate / repulse 1- 政治
□ 漁船 fishing boat [vessel] 2- 経済
□ 巨大銀行 megabank 2- 経済
□ 虚脱感 despondency 5- 健康
□ 拒否権（の発動） veto 1- 政治
□ 拒否権を発動する veto 1- 政治
□ 漁民 fisherman 2- 経済
□ 魚雷挺 torpedo boat 1- 政治
□ 魚卵 roe 2- 経済
□ 距離 distance 5- 健康
□ キラービー killer bee 2- 経済
□ 機雷 water [underwater / sea] mine 1- 政治
□ 機雷敷設艦 minelayer 1- 政治
□ 霧 fog 4- 社会
□ 霧がかかった foggy 4- 社会
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□ 切り傷 cut 5- 健康
□ 霧雨 drizzle 4- 社会
□ ギリシャ正教会 Greek Orthodox Church 3- 生活
□ キリスト教 Christianity 3- 生活
□ キリスト教徒 Christian 3- 生活
□ キリスト教の Christian 3- 生活
□ 義理の兄弟［姉妹］ brother [sister]-in-law 3- 生活
□ きりもみ降下 spin / tailspin 4- 社会
□ キリン giraffe 3- 生活
□ きれいな肌 clean skin 5- 健康
□ きれいな肌をしている have nice skin 5- 健康
□ 亀裂 fissure 1- 政治
□ 議論 argument 1- 政治
□ 議論好きな argumentative 1- 政治
□ 議論の余地のある disputable 1- 政治
□ 議論の余地のない indisputable 1- 政治
□ 疑惑 allegation 4- 社会
□ 筋 tendon 5- 健康
□ 銀 silver 2- 経済
□ 緊急援助 emergency aid 1- 政治
□ 緊急手術 emergency operation 5- 健康
□ 緊急着陸 emergency landing 2- 経済
□ 緊急発進 scramble 1- 政治
□ 緊急輸入制限 safeguard 2- 経済
□ キング牧師記念日 the Martin Luther King, Jr. Day 3- 生活
□ 禁固 imprisonment without forced labor 4- 社会
□ 均衡 equilibrium 2- 経済
□ 銀行 bank 2- 経済
□ 銀行員 bank worker 2- 経済
□ 銀行家 banker 2- 経済
□ 銀行強盗 bank robbery 4- 社会
□ 銀行強盗犯 bank robber 4- 社会
□ 銀行信用照会状 bank reference 2- 経済
□ 銀行振込 bank transfer 2- 経済
□ 銀行窓口係 bank teller 2- 経済
□ 均衡予算 balanced budget 2- 経済
□ 金庫株 treasury stock 2- 経済
□ 僅差の当選 narrow victory 1- 政治

□ 金山 gold mine 2- 経済
□ 銀山 silver mine 2- 経済
□ 筋弛緩剤 muscle relaxant 5- 健康
□ 近視眼的な shortsighted 1- 政治
□ 筋持久力 muscle endurance / muscular endurance 5- 健康
□ 近視の shortsighted / nearsighted 5- 健康
□ 筋収縮 muscle contraction 5- 健康
□ 金星 Venus 4- 社会
□ 均整の取れた well-proportioned 5- 健康
□ 禁制品 banned goods 4- 社会
□ 筋繊維 muscle fiber 5- 健康
□ 金銭債権 account receivable 2- 経済
□ 金銭債務 account payable 2- 経済
□ 金属疲労 metal fatigue 4- 社会
□ 金属腐敗 metal corrosion 4- 社会
□ 金属片 piece of metal 5- 健康
□ 近代美術 modern art 2- 経済
□ 禁断症状 withdrawal symptom / cold turkey 5- 健康
□ 筋断裂 muscle tear / rapture of the muscle 5- 健康
□ 緊張 tension / strain 1- 政治
 strain 5- 健康
□ 緊張（関係）（Aと Bの間の～） tension between A and B 1- 政治
□ 緊張緩和 détente 1- 政治
□ 緊張した tense 1- 政治
 strained 5- 健康
□ 均等賃金法 the Equal Pay Act 1- 政治
□ 筋肉 muscle 5- 健康
□ 筋肉質の muscular 5- 健康
□ 筋肉注射 intramuscular injection 5- 健康
□ 筋肉痛 muscle soreness [pain] 5- 健康
□ 筋肥大 muscular hypertrophy 5- 健康
□ 勤勉な hard-working 3- 生活
□ 勤務評定 job assessment 3- 生活
□ 金融改革 financial reform 2- 経済
□ 金融緩和政策 easy-money policy 2- 経済
□ 金融機関 financial institution 2- 経済
□ 金融先物市場 financial futures market / forward market 2- 経済
□ 金融市場 financial market 2- 経済
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□ 金融商品 financial product 2- 経済
□ 金融商品取引法 the Financial Instruments and Exchange Law 1- 政治
□ 金融政策 monetary policy 2- 経済
□ 金融庁 the Financial Services Agency 1- 政治
□ 金融取引 financial transaction 2- 経済
□ 金融の financial 2- 経済
□ 金融派生商品 derivatives / financial derivative product 2- 経済
□ 金融引き締め政策 tight-money policy 2- 経済
□ 金融を緩和する ease monetary policy 2- 経済
□ 金融を引き締める tighten monetary policy 2- 経済
□ 禁輸措置 embargo 1- 政治
□ 金利 interest rate 2- 経済
□ 金利自由化 liberalization of interest rates 2- 経済
□ 金利政策 interest rate policy 2- 経済
□ 金利負担 interest payment burden 2- 経済
□ 禁猟期間を遵守する observe a moratorium 2- 経済
□ 筋力 muscle strength 5- 健康
□ 筋力トレーニング weight training 5- 健康
□ 近隣諸国を脅す（～で） intimidate neighbors with ... 1- 政治
□ 菌類 fungi 5- 健康
□ 勤労感謝の日 the Labor Thanksgiving Day 3- 生活
□ 勤労の義務 obligation to work 1- 政治
□ 勤労の権利 right to work 1- 政治

く

□ 区 ward 1- 政治
□ クイズ番組 quiz show 1- 政治
□ 空気感染の airborne 5- 健康
□ 空軍 air force 1- 政治
□ 空軍兵 airman 1- 政治
□ 空室 vacancy 2- 経済
□ 空席 vacant seat 1- 政治
□ 偶然［偶発］の accidental 4- 社会
□ 偶像 icon 2- 経済
□ 偶像崇拝 idolatry / idol worship 3- 生活
□ 空中給油 air-to-air refueling / refueling in the air 1- 政治
□ 空中給油機 tanker plane 1- 政治

□ 空中警戒・管制システム airborne warning and control system 1- 政治
□ 空中衝突 midair collision 4- 社会
□ 空中戦 dogfight 1- 政治
□ 空中爆発 midair explosion 4- 社会
□ 空中発射巡航ミサイル air-launched cruise missile 1- 政治
□ 空中分解 midair disintegration 4- 社会
□ 空中分解する disintegrate [fall apart] in the midair 4- 社会
□ 空中を舞う hover 2- 経済
□ 空腸 jejunum 5- 健康
□ 空爆 air strike [raid] / air [aerial / bombing] campaign /  1- 政治
 bombardment
□ 空白期間 window period 5- 健康
□ 空白の領収書 blank receipt 4- 社会
□ 空欄穴埋めテスト cloze test 3- 生活
□ クーリングオフ期間 cooling-off period 2- 経済
□ クエン酸 citric acid 5- 健康
□ 区議会 ward assembly 1- 政治
□ 苦境 predicament 1- 政治
 plight 1- 政治
□ 草を食べる browse 2- 経済
□ クジャク peacock 3- 生活
□ クシャトリヤ Kshatriya 1- 政治
□ くしゃみ sneeze 5- 健康
□ くしゃみ誘発剤 sternutators 1- 政治
□ くじらの肉 whale meat 5- 健康
□ くず rubbish / refuse 4- 社会
□ くずかご行き債券 junk bond 2- 経済
□ 薬指 ring finger 5- 健康
□ 薬を服用中である be on medication 5- 健康
□ 具体的な specific 1- 政治
□ 果物 fruit 2- 経済
□ 口 mouth 5- 健康
□ 口が不自由な mute 1- 政治
□ 駆逐艦 destroyer 1- 政治
□ 口の oral 5- 健康
□ くちびる lip 5- 健康
□ 覆す（～を） override 1- 政治
□ 屈辱的な敗北を喫する suffer a humiliating defeat 1- 政治
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□ 屈折する bend 4- 社会
□ 靴屋 shoe store 2- 経済
□ 宮内庁 the Imperial Household Agency 1- 政治
□ 苦難 misery 4- 社会
□ 国（土） country / land / soil 1- 政治
□ 首 neck 5- 健康
□ 首のたるみやしわの除去 neck lift 5- 健康
□ 凹地 lower ground 4- 社会
□ くぼみ dent 4- 社会
□ 熊の肉 bear meat 5- 健康
□ 組立工場 assembly plant 2- 経済
□ 組立ライン assembly line 2- 経済
□ クモ恐怖症 arachnophobia 5- 健康
□ くも膜下腔 subarachnoid cavity 5- 健康
□ くも膜下出血 subarachnoid hemorrhage  5- 健康
□ 曇り（細かい水滴）を取る defog 4- 社会
□ 苦悶感 anguish 5- 健康
□ 区役所 ward office 1- 政治
□ 供養 spirit appeasement 3- 生活
□ クライアント client 2- 経済
□ クラウンジュエル crown jewel 2- 経済
□ クラシック音楽 classical music 3- 生活
□ クラスター政策 cluster policy 2- 経済
□ クラスター爆弾 cluster bomb 1- 政治
□ クラスワーク class work 3- 生活
□ ぐらつく (fortune) waver 3- 生活
□ クラッシュシンドローム crush syndrome 5- 健康
□ グラミー賞 the Grammy Award 3- 生活
□ クラミジア chlamydia 5- 健康
□ グランドキャニオン the Grand Canyon 4- 社会
□ クリアランスセール clearance sale 2- 経済
□ グリーンベレー（陸軍特殊部隊） the Green Berets 1- 政治
□ クリーンエネルギー clean energy 3- 生活
□ グリーンカード green card 3- 生活
□ クリーン開発メカニズム the Clean Developing Mechanism 1- 政治
□ グリーンピース the Greenpeace 1- 政治
□ グリーンメール greenmail 2- 経済
□ クリオネ sea angel 3- 生活

□ グリコーゲン glycogen 5- 健康
□ クリスマス the Christmas Day 3- 生活
□ クリスマスイブ the Christmas Eve 3- 生活
□ クリニック clinic 5- 健康
□ クリの木 chestnut tree 4- 社会
□ 繰延資産 deferred charges 2- 経済
□ グル uru 3- 生活
□ グループワーク group work 3- 生活
□ グルコース glucose / grape sugar 5- 健康
□ グルコサミン glucosamine 5- 健康
□ 苦しい選挙戦を戦う fight an uphill election 1- 政治
□ 苦しむ（～に） suffer from ... 1- 政治
□ 車（オートバイ）の盗難 car [motorcycle] theft 4- 社会
□ 車椅子 wheelchair 1- 政治
□ 車を運転する人 motorist 2- 経済
□ クルミの木 walnut tree 4- 社会
□ クレーター crater 4- 社会
□ クレジットカード credit card 2- 経済
□ クレジットカード詐欺 credit card fraud 4- 社会
□ クレジットデリバティブ credit derivatives 2- 経済
□ クロイツフェルト・ヤコブ病 Creutzfeldt-Jakob disease  5- 健康
□ グローバリズム globalism 1- 政治
□ グローバル化 globalization 1- 政治
□ グローバル化する globalize 1- 政治
□ グローバル主義者 globalist 1- 政治
□ グローバルな global 1- 政治
□ クローン cloning 5- 健康
□ クローン胚 cloned embryo 5- 健康
□ 黒こげになる char 4- 社会
□ 黒潮 the Kuroshio Current / the Japan Current 4- 社会
□ グロスマージン gross margin 2- 経済
□ 黒ビール dark beer 5- 健康
□ クロマグロ bluefin tuna 4- 社会
□ 詳しい調査 scrutiny 4- 社会
□ 軍 army 1- 政治
□ 郡 county 1- 政治
□ 勲位 order 3- 生活
□ 軍医（海軍の～） naval surgeon 1- 政治
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□ 軍医（陸軍の～） army surgeon 1- 政治
□ 訓戒される（～のことで） be admonished for ... 4- 社会
□ 軍艦 warship 1- 政治
□ 郡区 township 1- 政治
□ 軍港 military port 4- 社会
□ 軍国主義 militarism 1- 政治
□ 軍国主義者 militarist 1- 政治
□ 軍事演習 military exercise 1- 政治
□ 軍事援助 military aid 1- 政治
□ 軍事基地 military base 1- 政治
□ 軍事拠点 stronghold 1- 政治
□ 軍事攻撃 military campaign [offensive] 1- 政治
□ 軍事施設 military facility [complex] 1- 政治
□ 軍事スパイ military spy 4- 社会
□ 軍事政権 junta / military regime 1- 政治
□ 軍事政権国家 military-ruled country 1- 政治
□ 軍事大国 military power 1- 政治
□ 軍事的空白 military vacuum 1- 政治
□ 軍事転用可能品目 dual-use item 3- 生活
□ 軍事同盟（関係） military alliance 1- 政治
□ 軍事バランス military balance 1- 政治
□ 君主 monarch 1- 政治
□ 群衆に発砲する fire shots into the crowd 4- 社会
□ 君主主義 monarchism 1- 政治
□ 君主主義者 monarchist 1- 政治
□ 君主制 monarchy 1- 政治
□ 君主制の monarchist 1- 政治
□ 勲章 decoration 3- 生活
□ 軍事力 military power 1- 政治
□ 軍人 serviceman 1- 政治
□ 薫製肉 smoked meat 5- 健康
□ 軍曹〈海〉 petty officer second class 1- 政治
□ 軍曹〈陸・空〉 sergeant 1- 政治
□ 軍隊 military / troops 1- 政治
□ 軍隊を撤退させる withdraw one’s troops 1- 政治
□ 軍団 corps 1- 政治
□ 群島 archipelago 4- 社会
□ 群発地震 swarm of earthquake 4- 社会

□ 軍備 armament 1- 政治
□ 軍備縮小 disarmament 1- 政治
□ 軍法会議 court-martial 1- 政治
□ 軍用機 warplane / military plane 1- 政治
 military plane / military aircraft 2- 経済
□ 軍用船舶 warship 1- 政治
□ 訓練する（～を） train 3- 生活

け

□ 毛穴 pore 5- 健康
□ ゲイ gay 5- 健康
□ 経営 management 2- 経済
□ 経営学 management 3- 生活
□ 経営学部群 college of business administration 3- 生活
□ 経営管理修士 the Master of Business Administration 3- 生活
□ 経営戦術 business tactics 2- 経済
□ 経営戦略 business strategy 2- 経済
□ 経営大学院テスト the Graduate Management Admissions Test 3- 生活
□ 経営理念 management principles / management philosophy 2- 経済
□ 警戒 caution 5- 健康
□ 計画経済 planned economy 2- 経済
□ 警官 cop 4- 社会
□ 景気 business 2- 経済
□ 刑期 prison [jail] term 4- 社会
□ 景気回復 (business) recovery 2- 経済
□ 景気下降 (business) downturn 2- 経済
□ 景気減速 (business) slowdown 2- 経済
□ 景気後退 recession 2- 経済
□ 景気後退の recessionary 2- 経済
□ 景気刺激策 economic stimulus measure [incentive] 2- 経済
□ 景気指標   business indicator 2- 経済
□ 景気循環 business cycle 2- 経済
□ 景気上昇 (business) upturn 2- 経済
□ 景気停滞［低迷］ (business) stagnation 2- 経済
□ 景気低迷 slump 2- 経済
□ 景気変動 business fluctuation 2- 経済
□ 景況感 business confidence [sentiment] 2- 経済



—33—

ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

□ 経穴（ツボ） acupoint 5- 健康
□ 経口血糖降下薬 hypoglycemic drug 5- 健康
□ 経口避妊薬 contraceptive pill 5- 健康
□ 渓谷 canyon 4- 社会
□ 警告書 academic warning / probation slip 3- 生活
□ 警告弾を撃つ fire a warning shot 1- 政治
□ 警告弾を投下する drop a warning bomb 1- 政治
□ 経済（圏） economy 2- 経済
□ 経済改革 economic reform 2- 経済
□ 経済開発協力機構 the Organisztion for Economic Co-operation  1- 政治
 and Development
□ 経済学 economics 2- 経済
□ 経済格差 economic gap 2- 経済
□ 経済学者 economist 2- 経済
□ 経済学部 faculty of economics 3- 生活
□ 経済危機 economic crisis 2- 経済
□ 経済教書 the Economic Message 1- 政治
□ 経済混乱 economic chaos 2- 経済
□ 経済再建 economic reconstruction 2- 経済
□ 経済産業省 the Ministry of Economy, Trade and Industry /  1- 政治
 the Economy, Trade and Industry Ministry
□ 経済産業大臣 the Minister of Economy, Trade and Industry 1- 政治
□ 経済刺激策 economic stimulus measure [incentive] 2- 経済
□ 経済指標 economic indicator 2- 経済
□ 経済水準 economic level 2- 経済
□ 経済制裁 economic sanctions 1- 政治
□ 経済成長 economic growth 2- 経済
□ 経済大国 economic power 1- 政治
□ 経済的な economical 2- 経済
□ 経済的に発展する develop economically 2- 経済
□ 経済特区 special economic zone 2- 経済
□ 経済難民 economic refugee 1- 政治
□ 経済の economic 2- 経済
□ 経済発展 economic development 2- 経済
□ 経済繁栄 economic prosperity 2- 経済
□ 経済摩擦 economic friction 2- 経済
□ 経済理論 economic theory 2- 経済
□ 警察官 police officer 4- 社会

□ 警察署 police station 4- 社会
□ 警察手帳 police officer’s ID 4- 社会
□ 警察の拘置室 police cell 4- 社会
□ 警視 superintendent / inspector 4- 社会
□ 刑事 detective 4- 社会
□ 啓示 revelation 3- 生活
□ 警視監 superintendent supervisor 4- 社会
□ 刑事裁判 criminal case [trial] 4- 社会
□ 刑事上の責任を負う（～に対して） be held criminally liable for ... 4- 社会
□ 警視正 senior superintendent 4- 社会
□ 刑事責任 criminal liability 4- 社会
□ 刑事責任能力 competence to bear criminal responsibility 4- 社会
□ 刑事責任を免れる escape criminal liability 4- 社会
□ 警視総監 superintendent general 4- 社会
□ 刑事訴訟 criminal action 4- 社会
□ 刑事訴訟法 the Criminal Procedure Law 1- 政治
□ 警視長 chief superintendent 4- 社会
□ 刑事犯 criminal offense / penal code offense 4- 社会
□ 軽傷 minor [slight] injury 5- 健康
□ 形状 shape 5- 健康
□ 形状記憶合金 shape-memory alloy 3- 生活
□ 形状記憶樹脂 shape-memory polymer 3- 生活
□ 経常収支 current account 2- 経済
□ 継承順位 order of succession 1- 政治
□ 経常利益 recurring profit / ordinary profit 2- 経済
□ 軽水炉 light-water reactor 3- 生活
□ 携帯電話 cellphone / cellular phone / mobile phone 3- 生活
□ 携帯用防犯ベル crime prevention buzzer 4- 社会
□ 頸椎 cervical vertebra 5- 健康
□ 競馬 horse racing 3- 生活
□ 競馬場 racetrack / racecourse 3- 生活
□ 刑罰 penalty 4- 社会
□ 軽犯罪 misdemeanor / minor offense 4- 社会
□ 軽犯罪者 misdemeanant 4- 社会
□ 軽犯罪を犯す commit a misdemeanor 4- 社会
□ 経費 expenses 3- 生活
□ 警備員 guard 4- 社会
□ 警備保障会社 security company 4- 社会
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□ 経費を削減する slash costs 2- 経済
□ 迎賓館 guesthouse 1- 政治
□ 継父 stepfather 3- 生活
□ 警部 police inspector / captain 4- 社会
□ 警部補 lieutenant 4- 社会
□ 継母 stepmother 3- 生活
□ 刑法 the Criminal (Law) 1- 政治
 Penal Code 4- 社会
□ 警報 warning 4- 社会
□ 警報器 alarm 4- 社会
□ 警砲を撃つ（～に） fire warning shots to ... 4- 社会
□ 警報を出して遠ざける（～に） warn away ... 4- 社会
□ 警報を出す give a warning [an alarm] 4- 社会
□ 刑務所 jail / penitentiary / prison 4- 社会
□ 芸名 stage name 3- 生活
□ 芸名（映画俳優の～） screen name 3- 生活
□ 契約 promise 1- 政治
□ 契約（書） contract 2- 経済
□ 契約違反 breach of contract 2- 経済
□ 契約金 signing bonus 2- 経済
□ 契約者 contractor 2- 経済
□ 契約条件 terms of contract 3- 生活
□ 契約内容 terms of a contract 2- 経済
□ 契約に違反する break a contract 2- 経済
□ 契約を交わす exchange contracts 2- 経済
□ 契約を更新する renew a contract 2- 経済
□ 契約を取り消す cancel a contract 2- 経済
□ 契約を履行する fulfill a contract 2- 経済
□ 軽油 light oil 2- 経済
□ 鶏卵 eggs 2- 経済
□ 計量経済学 econometrics 2- 経済
□ 競輪 bike race 3- 生活
□ 経歴 career 3- 生活
□ 系列化 affiliation 2- 経済
□ 系列会社 affiliate [affiliated] company 2- 経済
□ けいれん convulsion 5- 健康
□ 敬老の日 the Respect-for-the-Aged Day 3- 生活
□ ケインズ主義経済学 the Keynesian economics 2- 経済

□ ケーキ屋 cake shop 2- 経済
□ ケーススタディ case study 2- 経済
□ ケース分析 case study 2- 経済
□ ケースメソッド case method 3- 生活
□ KVA動体視力 kinetic visual acuity 5- 健康
□ ケーブル・ニュース・ネットワーク the Cable News Network 1- 政治
□ ゲームセンター game arcade / video arcade / amusement arcade 3- 生活
□ 外科医 surgeon 5- 健康
□ 外科手術 surgical operation 5- 健康
□ 外科病院 surgical hospital 5- 健康
□ 毛皮 fur 2- 経済
□ 檄（げき） pep talk 1- 政治
□ 激怒 rage 4- 社会
□ 激動 upheaval 1- 政治
□ 激突する（～に） ram (into ...) / plow into ... 4- 社会
□ 激励演説 pep talk 1- 政治
□ 激励する（～を） encourage 1- 政治
□ 下血 bloody discharge 5- 健康
□ 下剤 laxative 5- 健康
□ ケシ opium poppy 5- 健康
□ 夏至 summer solstice 4- 社会
□ 毛ジラミ crab 5- 健康
□ 下水 sewage 4- 社会
□ 下水処理 sewage disposal 4- 社会
□ 下水道使用料 water and sewage fees 2- 経済
□ 下水道普及率 sewage diffusion rate 2- 経済
□ けちな stingy 3- 生活
□ 血圧 blood pressure 5- 健康
□ 血圧計 blood pressure gauge / sphygmomanometer 5- 健康
□ 血圧を計る take one’s blood pressure 5- 健康
□ 血液 blood 5- 健康
□ 血液凝固因子 blood coagulation factor 5- 健康
□ 血液恐怖症 hemophobia 5- 健康
□ 血液検査 blood test 5- 健康
□ 血液製剤 blood product 5- 健康
□ 血縁関係 blood relationship [relations] 4- 社会
□ 結核 tuberculosis 5- 健康
□ 血管 blood vessel 5- 健康
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□ 月刊誌 monthly magazine 1- 政治
□ 欠陥商品 defective goods 2- 経済
□ 決議 resolution 1- 政治
□ 決議を可決する pass a resolution 1- 政治
□ 決議を採択する adopt a resolution 1- 政治
□ 決議を承認する endorse a resolution 1- 政治
□ 決議を提出する move a resolution 1- 政治
□ 決議を撤回する revoke a resolution 1- 政治
□ 決議を否決する kill [reject / throw out / vote down] a resolution 1- 政治
□ 欠勤率 absentee rate 3- 生活
□ 月経 menstruation 5- 健康
□ 月経異常 menstrual disorder 5- 健康
□ 月経周期 menstrual cycle 5- 健康
□ 血行障害 disruption of blood circulation 5- 健康
□ 血行性転移 hematogenous metastatis 5- 健康
□ 結婚 marriage 3- 生活
□ 血痕 bloodstain 4- 社会
□ 結婚記念日 wedding anniversary 3- 生活
□ 結婚恐怖症 gamophobia 5- 健康
□ 結婚している（～と） be married to ... 3- 生活
□ 結婚証明書 marriage certificate 1- 政治
□ 結婚する get married 3- 生活
□ 結婚する（～と） marry 3- 生活
□ 結婚歴 marital status 3- 生活
□ 傑作 masterpiece 3- 生活
□ 結社の自由 freedom of association 1- 政治
□ 結晶 crystal 4- 社会
□ 血しょう plasma 5- 健康
□ 結晶化する crystallize 5- 健康
□ 血しょうタンパク plasma protein 5- 健康
□ 血小板 thrombocyte 5- 健康
□ 血清 blood serum 5- 健康
□ 欠席 absence 3- 生活
□ 結石 calculus 5- 健康
□ 血栓 blood clot / thrombus 5- 健康
□ 血栓症 thrombosis 5- 健康
□ 決戦投票 showdown vote 1- 政治
□ 欠損遺伝子 defective cell 5- 健康

□ 血中アルコール濃度 blood alcohol level 4- 社会
□ 結腸 colon 5- 健康
□ 結腸がん colon cancer 5- 健康
□ 決定 decision 4- 社会
□ 決定権 discretion 1- 政治
□ 決定的証拠 smoking gun 4- 社会
□ 決定的な差で by a decisive margin 1- 政治
□ 血糖 blood sugar 5- 健康
□ 血糖値 blood sugar level 5- 健康
□ 血尿 bloody urine 5- 健康
□ 血尿（症） hematuria 5- 健康
□ げっぷ（する） burp 5- 健康
□ 血便 bloody stool 5- 健康
□ 結膜炎 conjunctivitis 5- 健康
□ 結露 water condensation 4- 社会
□ 解毒 detoxification 5- 健康
□ 解毒剤 antidote 5- 健康
□ 解毒する（～を） detoxify 5- 健康
□ 解熱剤 fever reducer / antipyretic 5- 健康
□ 解熱する remove fever 5- 健康
□ ゲノム genome 5- 健康
□ 下品な indecent 1- 政治
□ 煙 smoke / fume 4- 社会
□ 下落（通貨価値の） depreciation 2- 経済
□ 下落する depreciate 2- 経済
□ 下痢 diarrhea / loose bowels 5- 健康
□ 下痢止め antidiarrhea 5- 健康
□ ゲリマンダー gerrymander 1- 政治
□ ゲリラ guerrilla 1- 政治
□ ゲリラ戦 guerrilla warfare 1- 政治
□ ゲリラ隊員 commando 1- 政治
□ ゲリラの拠点［基地］ guerrilla base 1- 政治
□ ケロイド keloid 5- 健康
□ ケロシン kerosene / paraffin 2- 経済
□ 剣 sword 2- 経済
□ 拳 fist 5- 健康
□ 県 prefecture 1- 政治
□ 原因不明の急激な体重減 rapid weight loss for no apparent reason 5- 健康
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□ 検疫 quarantine 5- 健康
□ 検疫する（～を） put ... in [into / under] quarantine 5- 健康
□ 検閲 censorship 1- 政治
□ 検閲を避ける circumvent censorship 1- 政治
□ 嫌煙権 right to be free from others’ smoke 1- 政治
□ 原価管理 cost management 2- 経済
□ 幻覚症状 hallucinationillusion 5- 健康
□ 厳格な strict 1- 政治
□ 原価計算 cost accounting 2- 経済
□ 減価償却 depreciation 2- 経済
□ 減価償却費 depreciation expense 2- 経済
□ 献花する lay wreaths 3- 生活
□ 減給 pay cut 3- 生活
□ 研究員生 research student 3- 生活
□ 研究指導 seminar 3- 生活
□ 兼業農家 part-time farmhouse 2- 経済
□ 限局性の local 5- 健康
□ 検挙率 clearance rate 4- 社会
□ 現金 cash 2- 経済
□ 現金自動預払機 automatic teller machine / cash dispenser 2- 経済
□ 現金収支 cash flow 2- 経済
□ 現金で支払う pay in cash 2- 経済
□ 現金ですか，カードで支払いますか Cash or charge? 2- 経済
□ 現金配当 cash dividend 2- 経済
□ 現金払い cash payment 2- 経済
□ 現金払い持ち帰り制 cash and carry 2- 経済
□ 献血 blood donation 5- 健康
□ 権限 authority 1- 政治
□ 権限付与 authorization / empowerment 1- 政治
□ 権限を与える（～に） authorize / empower 1- 政治
□ 権限を失う（～の） lose one’s authority 1- 政治
□ 権限を制限する（～の） limit one’s authority 1- 政治
□ 権限を強める strengthen [reinforce] one’s authority 1- 政治
□ 権限を～に移行する transfer authority to ... 1- 政治
□ 権限を弱める weaken one’s authority 1- 政治
□ 健康（状態） health 5- 健康
□ 肩甲骨 shoulder blade 5- 健康
□ 健康食品 health food 5- 健康

□ 健康診断 physical examination [checkup] /  5- 健康
 medical examination [checkup]1
□ 健康診断書 medical [doctor’s] certificate 1- 政治
□ 健康増進法 the Health Promotion Law 1- 政治
□ 現行犯逮捕する（～を） arrest ... at the scene 4- 社会
□ 原稿料 manuscript fee 3- 生活
□ 健康を維持する keep fit / stay healthy 5- 健康
□ 言語学 linguistics 3- 生活
□ 言語技能 language skills 3- 生活
□ 原告 plaintiff 4- 社会
□ 建国記念日 the National Foundation Day 3- 生活
□ 言語障害 language disorder 5- 健康
□ げんこつで殴る（～を） punch 4- 社会
□ 現在価値 present value 2- 経済
□ 原材料 raw materials 2- 経済
□ 検査室 laboratory 5- 健康
□ 検察官 prosecutor / public prosecutor 4- 社会
□ 検査入院する be hospitalized for examinations 5- 健康
□ 犬歯 canine tooth 5- 健康
□ 検事 prosecutor / public prosecutor 4- 社会
□ 幻視 visual hallucination 5- 健康
□ 検死官 coroner 5- 健康
□ 限時法 limited-time law 1- 政治
□ 拳銃 handgun 1- 政治
□ 研修医 intern 5- 健康
□ 検証 verification 1- 政治
□ 検証［確認］手続き verification procedures 1- 政治
□ 検証する（～を） verify 1- 政治
□ 現職候補 incumbent candidate 1- 政治
□ 現職の incumbent 1- 政治
□ 原子力安全・保安院 the Nuclear and Industrial Safety Agency 1- 政治
□ 原子力事故 nuclear accident 4- 社会
□ 原子力潜水艦 nuclear submarine 1- 政治
□ 原子力発電 nuclear power generation 3- 生活
□ 原子力発電所 nuclear power plant [station] 3- 生活
□ 原始林 native forest 4- 社会
□ 原子炉 nuclear reactor 3- 生活
□ 検死を行う perform [carry out] an autopsy 5- 健康
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□ 献身 dedication 3- 生活
□ 献身する（～に） dedicate oneself to ... 3- 生活
□ 献身的な dedicated 3- 生活
□ 現世 present life 3- 生活
□ 減税 tax cut / tax reduction 2- 経済
□ 現政権 existing regime 1- 政治
□ 減税する cut [lower] taxes 2- 経済
□ 原生動物 protozoan 5- 健康
□ 原生林 virgin forest 4- 社会
□ 建設業 construction 2- 経済
□ 建設国債 construction bond 2- 経済
□ 建設的な constructive 1- 政治
□ 源泉徴収制度 withholding tax system 2- 経済
□ 元素 element 4- 社会
□ 元素記号 atomic [chemical] symbol 4- 社会
□ 原則 principle 1- 政治
□ 腱断裂 tendon rupture 5- 健康
□ 建築 architecture 3- 生活
□ 建築家 architect 3- 生活
□ 建築学 architecture 3- 生活
□ 建築学的な architectural 3- 生活
□ 現地査察 on-site inspection 1- 政治
□ 現地時刻 local time of destination 2- 経済
□ 幻聴 auditory hallucination 5- 健康
□ 検討課題 agenda 1- 政治
□ 限度額 credit line 2- 経済
□ 原発性の primary 5- 健康
□ 顕微鏡的血尿 microscopic hematuria 5- 健康
□ 憲法 constitution 1- 政治
□ 憲法案についての国民投票 constitutional referendum 1- 政治
□ 憲法改正 constitutional amendment 1- 政治
□ 憲法記念日 the Constitution Memorial Day 3- 生活
□ 健忘症 amnesia 5- 健康
□ 憲法の constitutional 1- 政治
□ 憲法の基本原則 the Constitution’s fundamental principles 1- 政治
□ 玄米 unpolished [brown] rice 5- 健康
□ 検問所 checkpoint 4- 社会
□ 原油 crude oil 2- 経済

□ 原油埋蔵量 crude oil reserves 2- 経済
□ 原油漏れ oil spill [leak / leaking / leakage / slick] 4- 社会
□ 減量 weight loss 5- 健康
□ 権力 authority 1- 政治
□ 権力闘争 power struggle 1- 政治
□ 権力に留まる stay in power 1- 政治
□ 権力の座から引きずり落とす（～を） unseat 1- 政治
□ 権力の座に就く come to power 1- 政治
□ 権力を移行する（～に） transfer [hand over] power to ... 1- 政治
□ 権力を行使する exercise [exert] one’s authority 1- 政治
□ 言論の自由 free [freedom of] speech 1- 政治

こ

□ コアコンピタンス core competence 2- 経済
□ コアラ koala 3- 生活
□ 故意に intentionally / on purpose 4- 社会
□ 故意の intentional 4- 社会
□ 恋をする（～に） fall in love with ... 3- 生活
□ 高圧釜（殺菌用の～） autoclave 5- 健康
□ 高圧線 high-voltage cable 4- 社会
□ 高圧電流 high-voltage electricity 3- 生活
□ 行為 behavior 1- 政治
□ 合意 agreement / accord 1- 政治
□ 皇位継承順位 order of succession to the imperial throne 1- 政治
□ 後遺症 sequela / aftereffect 1- 政治
□ 高位の聖職者 dignitary 3- 生活
□ 降雨 rainfall 4- 社会
□ 豪雨 torrential rain 4- 社会
□ 降雨前線 rain front 4- 社会
□ 抗うつ薬 antidepressant 5- 健康
□ 幸運 good fortune 3- 生活
□ 幸運な fortunate 3- 生活
□ 幸運を祈る者 wellwisher 4- 社会
□ 後衛 rear guard 1- 政治
□ 公益法人 public-interest corporation 1- 政治
 nonprofit corporation / nonprofit foundation /  2- 経済
 public-interest corporation [foundation]
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□ 後援者 benefactor 1- 政治
□ 講演料 lecture fee 3- 生活
□ 硬貨 coin 2- 経済
□ 公海 the open sea 1- 政治
□ 公害 pollution 4- 社会
□ 郊外 suburb 4- 社会
□ 号外 extra 1- 政治
□ 後悔 remorse 3- 生活
□ 公開裁判 public trial 4- 社会
□ 公開市場操作 open market operations 2- 経済
□ 口蓋垂 uvula 5- 健康
□ 公害訴訟 pollution-damage lawsuit 4- 社会
□ 公開ヒアリング public hearing 1- 政治
□ 公害病 pollution-related disease 5- 健康
□ 光化学スモッグ photochemical smog 4- 社会
□ 光化学反応 photochemical reaction 4- 社会
□ 降格 demotion 3- 生活
□ 口角炎 angular cheilitis 5- 健康
□ 合格者 successful candidate 3- 生活
□ 降格する demote 3- 生活
□ 合格点 passing point 3- 生活
□ 甲殻動物 crustacean 5- 健康
□ 高画質放送 high-definition broadcasting 1- 政治
□ 降下する descend 4- 社会
□ 高カロリーの high-calorie 5- 健康
□ 睾丸（精巣） testicle 5- 健康
□ 交換可能な convertible 2- 経済
□ 抗がん剤 anticancer drug 5- 健康
□ 交感神経 sympathetic nerve 5- 健康
□ 交換する（Aを Bに～） convert A into B 2- 経済
□ 抗議（する） protest 4- 社会
□ 高気圧 high air pressure 4- 社会
□ 合議機関 consultative body 1- 政治
□ 抗議行動参加者 protester 4- 社会
□ 抗議集会 rally 4- 社会
□ 高級紙 quality paper 1- 政治
□ 恒久法 permanent law 1- 政治
□ 好況 boom 2- 経済

□ 鉱業 mining 2- 経済
□ 工業経済（圏） industrial economy 2- 経済
□ 公共交通 public transportation 2- 経済
□ 工業国 industrial country [nation] 1- 政治
□ 公共サービス public services 1- 政治
□ 公共サービスを民間に移管する outsource public services 1- 政治
□ 公共事業費 public works expenditure 2- 経済
□ 公共支出 public spending 2- 経済
□ 工業製品 industrial product 2- 経済
□ 公共部門 public sector 1- 政治
□ 抗菌処理 antibacterial treatment / antibacterial processing 3- 生活
□ 高金利ローン high-interest loan 2- 経済
□ 口腔 oral cavity 5- 健康
□ 航空機衝突防止装置 traffic alert and collision avoidance system 4- 社会
□ 航空自衛隊 the Air Self-Defense Force 1- 政治
□ 航空写真 aerial photo 1- 政治
□ 航空書簡 aerogram 2- 経済
□ 航空便 airmail 2- 経済
□ 航空兵 airman 1- 政治
□ 航空保安官 airplane marshal 4- 社会
□ 航空法 the Civil Aeronautics Law of Japan 1- 政治
□ 航空母艦（空母） aircraft carrier 1- 政治
□ 航空料金 airfare 2- 経済
□ 工芸 craft 3- 生活
□ 工芸品 handcraft / craft 3- 生活
□ 攻撃 attack 4- 社会
□ 攻撃的な aggressive 1- 政治
□ 高血圧症 hypertension / high blood pressure 5- 健康
□ 貢献 contribution 1- 政治
□ 抗原 antigen 5- 健康
□ 高原 heights 4- 社会
□ 抗原菌 antigenic organism 5- 健康
□ 抗原抗体反応 antigen-antibody reaction 5- 健康
□ 貢献者 contributor 1- 政治
□ 合憲性 constitutionality 1- 政治
□ 合憲の constitutional 1- 政治
□ 貢献利益 contribution margin 2- 経済
□ 高校 senior high school 3- 生活
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□ 皇后 empress 1- 政治
□ 高校 1年生 freshman 3- 生活
□ 硬口蓋 hard palate 5- 健康
□ 硬口蓋の palatal 5- 健康
□ 硬口蓋歯茎 palato-alveolar 5- 健康
□ 高校 3年生 senior 3- 生活
□ 高校生 high school student 3- 生活
□ 光合成 photosynthesis 4- 社会
□ 高校 2年生 junior 3- 生活
□ 考古学 archaeology 3- 生活
□ 広告 advertisement 2- 経済
□ 広告する（～を） advertise 2- 経済
□ 広告代理店 advertising agency 2- 経済
□ 黄砂 yellow cloud 4- 社会
□ 口座 account 4- 社会
□ 虹彩 iris 5- 健康
□ 交際する（～と） go out with ... 3- 生活
□ 交際費 social expenses 3- 生活
□ 耕作 cultivation 2- 経済
□ 工作員 spy / agent 4- 社会
□ 耕作可能面積 cultivable acreage 2- 経済
□ 耕作する（～を） cultivate / till 2- 経済
□ 工作船 spy boat [ship / vessel] 1- 政治
□ 耕作地 cultivated land 2- 経済
□ 口座残高証明書 bank statement 2- 経済
□ 絞殺する（～を） strangle / choke / suffocate 4- 社会
□ 交差点 intersection / crossing / crossroads 2- 経済
□ 口座番号 account number 2- 経済
□ 口座振替 bank transfer 2- 経済
□ 口座名義人 account holder 2- 経済
□ 鉱山 mine 2- 経済
□ 高山病 mountain sickness 5- 健康
□ 孔子 Confucius 3- 生活
□ 講師 lecturer 3- 生活
□ 子牛 calf 2- 経済
□ 公式経済 formal economy 2- 経済
□ 公式実務訪問 official working visit 1- 政治
□ 公式声明を発表する make an official statement 1- 政治

□ 公式な承認なしで（～の） without the official approval of ... 1- 政治
□ 公式の formal 1- 政治
□ 公式発表 official announcement 1- 政治
□ 公式訪問 official visit 1- 政治
□ 公資金を投入する inject public money [funds] 2- 経済
□ 高脂血症 hyperlipidemia 5- 健康
□ 口実 pretext 1- 政治
□ 口述テスト oral test 3- 生活
□ 交渉 negotiation 1- 政治
□ 交渉者 negotiator 1- 政治
□ 交渉する（～と） negotiate with ... 1- 政治
□ 甲状腺 thyroid gland 5- 健康
□ 甲状腺がん thyroid cancer 5- 健康
□ 甲状腺ホルモン thyroid gland hormone 5- 健康
□ 工場直売店 factory outlet 2- 経済
□ 交渉人 negotiator 1- 政治
□ 公証人役場 notary public’s office 1- 政治
□ 工場の自動操業化 factory automation 2- 経済
□ 交渉の席 negotiation table 1- 政治
□ 交渉の余地がある negotiable 1- 政治
□ 工場閉鎖 lockout 3- 生活
□ 交渉を打ち切る（～との） break [cut] off negotiations with ... 1- 政治
□ 交渉を再開する（～との） resume negotiations with ... 1- 政治
□ 交渉を終了する（～との） conclude negotiations with ... 1- 政治
□ 高所恐怖症 acrophobia 5- 健康
□ 公職選挙法 the Public Offices Election Law 1- 政治
□ 好色の lewd / lascivious / lecherous / lustful 4- 社会
□ 更新 renewal 2- 経済
□ 行進（する） march 4- 社会
□ 更新する（～を） reload 3- 生活
□ 硬水 mineral water 4- 社会
 hard water 5- 健康
□ 洪水 flood / flooding 4- 社会
□ 降水量 precipitation 4- 社会
□ 恒星 fixed star 4- 社会
□ 合成画アーティスト compositing artist 3- 生活
□ 高精細度テレビ high definition television 3- 生活
□ 合成樹脂 synthetic resin 3- 生活
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□ 公正証書 notarial [attested] document 1- 政治
□ 向精神薬 psychotropic agent 5- 健康
□ 合成繊維 synthetic fiber 1- 政治
□ 公正な fair 1- 政治
□ 公正な裁判 fair trial 4- 社会
□ 厚生年金 employees’ pension /  3- 生活
 pension plan for company employees
□ 抗生物質 antibiotic 5- 健康
□ 厚生労働省 the Ministry of Health, Labour and Welfare 1- 政治
□ 厚生労働大臣 the Minister of Health, Labour and Welfare 1- 政治
□ 降雪（量） snowfall 4- 社会
□ 交戦規定 rules of engagement 1- 政治
□ 交戦権 belligerency 1- 政治
□ 控訴 intermediate appeal 4- 社会
□ 酵素 enzyme 5- 健康
□ 構造改革 structural reform 1- 政治
□ 構造障壁 structural impediment 2- 経済
□ 高層ビル high-rise building 2- 経済
□ 航続距離 flying range 1- 政治
□ 高速船 high-speed boat 1- 政治
□ 高速増殖炉 fast-breeder reactor 3- 生活
□ 高速道路 expressway 2- 経済
□ 抗体 antibody 5- 健康
□ 交代勤務時間 shift 3- 生活
□ 皇太后 dowager 1- 政治
□ 交代させる（～を） replace 1- 政治
□ 皇太子 crown prince 1- 政治
□ 後退する recessive 2- 経済
□ 後退性の degenerative 5- 健康
□ 広大な土地 broad acre 2- 経済
□ 強奪 looting 4- 社会
□ 強奪者 looter 4- 社会
□ 強奪する（～を） loot 4- 社会
□ 拘置所 detention house 4- 社会
□ 拘置状 detention warrant 4- 社会
□ 高地トレーニング altitude training / hypoxic training 5- 健康
□ 紅茶 brown tea 5- 健康
□ 公聴会 public hearing 1- 政治

□ 交通 transportation 2- 経済
□ 交通違反 traffic violation 4- 社会
□ 交通事故 traffic accident 4- 社会
□ 交通渋滞 traffic jam / traffic congestion 2- 経済
□ 交通騒音 traffic noise 4- 社会
□ 交通費 travel expenses 3- 生活
□ 皇帝 emperor 1- 政治
□ 口蹄疫 food-and-mouth disease 5- 健康
□ 工程管理 process control 2- 経済
□ 公定歩合 official discount rate 2- 経済
□ 公的介護保険制度 public [state-run] nursing-care insurance system 1- 政治
□ 公的資金 public money / public funds / taxpayer’s money 2- 経済
□ 公的な地位を与える（～に対して） grant official status to ... 1- 政治
□ 公的年金制度 state-run pension plan 3- 生活
□ 公転 revolution 4- 社会
□ 公転する revolve 4- 社会
□ 後天性の acquired 5- 健康
□ 後天性免疫不全症候群 acquired immunodeficiency syndrome 5- 健康
□ 喉頭 larynx 5- 健康
□ 強盗 robbery 4- 社会
□ 喉頭がん laryngeal cancer 5- 健康
□ 合同軍事演習 joint military exercise 1- 政治
□ 高等裁判所 high court 4- 社会
□ 口頭試問 defense 3- 生活
□ 高騰する appreciate 2- 経済
□ 強盗する（～を） rob 4- 社会
□ 強盗犯 robber 4- 社会
□ 合同墓地 mass grave 4- 社会
□ 後頭葉 occipital lobe 5- 健康
□ 高度先進医療 highly advanced medical care 5- 健康
□ 口内炎 mouth sore / stomatitis 5- 健康
□ 口内洗浄剤 mouthwash 5- 健康
□ 校内暴力 in-school violence 3- 生活
□ 購入する（～を） purchase 2- 経済
□ 購入できる（お手ごろ価格で） affordable 2- 経済
□ 公認会計士 certified public accountant 2- 経済
□ 公認候補 party-endorsed candidate 1- 政治
□ 後任者 successor 1- 政治
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□ 公認内部監査人 certified internal auditor 2- 経済
□ 光熱費 utilities 3- 生活
□ 光年 light year 3- 生活
□ 更年期 menopause 5- 健康
□ 更年期障害 menopausal disorder / climacteric disturbance 5- 健康
□ 購買 purchase 2- 経済
□ 広背筋 latissimus dorsi 5- 健康
□ 後発医薬品 generic medicine 5- 健康
□ 後発開発途上国 least developed country 1- 政治
□ 公費医療保障制度 Medicaid 5- 健康
□ 抗ヒスタミン剤 antihistamine 5- 健康
□ 公表する（～を） announce / reveal / release / uncover 1- 政治
□ 公賓 official guest 1- 政治
□ 坑夫 miner 2- 経済
□ 降伏 surrender 1- 政治
□ 幸福の追求 pursuit of happiness 1- 政治
□ 鉱物 mineral 2- 経済
□ 鉱物油 mineral oil 2- 経済
□ 興奮剤 stimulant medicine 5- 健康
□ 公文書（現在使用の～） official document 1- 政治
□ 公文書（館） archive 1- 政治
□ 後編 sequel 3- 生活
□ 合弁事業 joint venture 2- 経済
□ 合弁事業に取り組む establish a joint venture 2- 経済
□ 酵母 yeast 5- 健康
□ 候補（者） candidate 1- 政治
□ 広報 public relations / publicity 2- 経済
□ 合法化する（～を） legalize 1- 政治
□ 後方支援 logistic [rear] support 1- 政治
□ 後方支援義務 rear-echelon duties 1- 政治
□ 後方支援担当の in charge of logistic support 1- 政治
□ 合法薬 legal drug 5- 健康
□ 候補者を擁立する field [set up] a candidate 1- 政治
□ 傲慢 pride 3- 生活
□ 高密度 highly dense 4- 社会
□ 公民権 civil right 1- 政治
□ 公民権運動指導者 civil right leader 4- 社会
□ 公民権団体 civil rights organization 1- 政治

□ 公務 public service 2- 経済
□ 公務員 government worker [employee] /  1- 政治
 (public [civil]) servant
 government employee / government worker /  3- 生活
 public servant
□ 公務員（高い地位の） government official 3- 生活
□ 公明党 the New Komeito 1- 政治
□ 肛門 anus / vent 5- 健康
□ 拷問 torture 4- 社会
□ 肛門科医 proctologist 5- 健康
□ 肛門性交 anal sex 5- 健康
□ 公約 commitment 1- 政治
□ 広葉樹 broad-leaved tree 4- 社会
□ 強欲 greed 3- 生活
□ 甲羅 shell 4- 社会
□ 行楽地 resort 2- 経済
□ 小売売上げ retail sales 2- 経済
□ 小売価格 retail price 2- 経済
□ 高利貸し loan shark 2- 経済
□ 合理化する（～を） streamline 1- 政治
□ 小売業 retailing / retail 2- 経済
□ 小売業者 retailer 2- 経済
□ 公立学校 public school 3- 生活
□ 小売店 retail store [shop] 2- 経済
□ 勾留 custody 4- 社会
□ 拘留 detention 4- 社会
□ 勾留される be placed [held] in custody 4- 社会
□ 勾留する（～を） take ... in [into] custody / take custody of ... 4- 社会
□ 勾留中である be under custody 4- 社会
□ 香料 aromatic 5- 健康
□ 高齢化社会 aging society 1- 政治
□ 高齢者 the elderly 5- 健康
□ 高レベル放射性廃棄物 high-level radioactive waste  4- 社会
□ 航路 air route 2- 経済
□ 功労賞 the Academy Award of Merit 3- 生活
□ 航路をふさぐ obstruct one’s passage 1- 政治
□ 口論する（～と） have an argument with ... 1- 政治
□ 講和の予備交渉 peace overtures 1- 政治
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□ 小枝 twig 4- 社会
□ コースワーク course work 3- 生活
□ コーヒー coffee 5- 健康
□ コーポレートガバナンス corporate governance 2- 経済
□ コーラン the Koran 3- 生活
□ コールガール call girl 4- 社会
□ コールセンター call center 2- 経済
□ ゴールデングローブ賞 the Golden Globe Award 3- 生活
□ ゴールデンパラシュート golden parachute 2- 経済
□ 子会社 subsidiary (company) 2- 経済
□ 子会社に分割する（～を） split ... into subsidiaries 2- 経済
□ コカイン cocaine 5- 健康
□ 小型核兵器 small-size nuclear weapon 1- 政治
□ 小切手 check 2- 経済
□ 小切手に裏書きする endorse a check 2- 経済
□ 小切手を現金に換える cash a check 2- 経済
□ 顧客 customer 2- 経済
□ 顧客維持 customer retention 2- 経済
□ 顧客関係管理 customer relations management 2- 経済
□ 顧客忠誠度 customer loyalty 2- 経済
□ 顧客プロフィール customer profile 2- 経済
□ 顧客満足度 customer satisfaction 2- 経済
□ 顧客満足度調査 customer satisfaction survey 2- 経済
□ 顧客流出 customer defection 2- 経済
□ 呼吸 breathing 5- 健康
□ 呼吸器系 respiratory system 5- 健康
□ 呼吸機能 respiratory [pulmonary] function 5- 健康
□ 呼吸困難 breathlessness 5- 健康
□ 呼吸まひ respiratory paralysis 1- 政治
□ 国営企業 state enterprise 2- 経済
□ 国営の state-run 2- 経済
□ 国王 king 1- 政治
□ 国外退去 deportation 1- 政治
□ 国外退去させる（～を） deport 1- 政治
□ 国外退去者 deportee 1- 政治
□ 国債 government bond 2- 経済
□ 国際援助 international aid 1- 政治
□ 国際化 internationalization 1- 政治

□ 国際会議 international conference 1- 政治
□ 国際会計基準 the International Accounting Standards 2- 経済
□ 国際会計基準委員会 the International Accounting Standards Committee 2- 経済
□ 国際開発省 the Department for International Development 1- 政治
□ 国際価格 foreign price 2- 経済
□ 国際関係論 international relations 3- 生活
□ 国際危機 international crisis 1- 政治
□ 国際協力機構 the Japan International Cooperation Agency 1- 政治
□ 国際金融市場 international financial market 2- 経済
□ 国際刑事警察機構 Interpol / International Criminal Police Organization 4- 社会
□ 国際刑事裁判所 International Criminal Court 4- 社会
□ 国際結婚 international marriage 3- 生活
□ 国際原子力機関 the International Atomic Energy Agency 1- 政治
□ 国際交流 international exchange 1- 政治
□ 国際司法裁判所 the International Court of Justice 1- 政治
□ 国際収支 the balance of international payments /  2- 経済
 the balance of international accounts
□ 国際主義 internationalism 1- 政治
□ 国際主義者 internationalist 1- 政治
□ 国際人権規約 the International Covenants on Human Rights 1- 政治
□ 国際スピード郵便 express mail service 2- 経済
□ 国際赤十字 the International Red Cross 1- 政治
□ 国際大使 international ambassador 1- 政治
□ 国際秩序 international order 1- 政治
□ 国際通貨基金 the International Monetary Fund 1- 政治
□ 国際的な international 1- 政治
□ 国際的なテロ対策 global war on terrorism 1- 政治
□ 国際手配 international search 4- 社会
□ 国際犯罪 international crime / transnational crime 4- 社会
□ 国際標準化機構 the International Organization for Standardization 2- 経済
□ 国際便 international flight 2- 経済
□ 国際捕鯨委員会 the International Whale Commission 1- 政治
 the International Whaling Commission 2- 経済
□ 国際民間航空機関 the International Civil Aviation Organization 1- 政治
□ 国際郵便為替 international money order 2- 経済
□ 国際連合（国連） the United Nations 1- 政治
□ 国際連合大学 the United Nations University 1- 政治
□ 国際連盟 the League of Nations 1- 政治
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□ 国際労働機関 the International Labor Organization 1- 政治
□ 国際労働基準 the International Labour Standards 1- 政治
□ 国際ロータリー財団 the International Rotary Foundation 1- 政治
□ 国債を発行する issue government bonds 2- 経済
□ 極上の magnificent 3- 生活
□ 国粋主義 ultranationalism 1- 政治
□ 国粋主義者 ultranationalist 1- 政治
□ 国税 national tax 2- 経済
□ 国税庁 the National Tax Agency 1- 政治
□ 国籍 nationality 1- 政治
□ 国籍法 the Nationality Law 1- 政治
□ 国選弁護人 court-appointed lawyer / court-appointed attorney 4- 社会
□ 国葬 national funeral 3- 生活
□ 穀倉地帯 granary 2- 経済
□ 告訴される（～のかどで） face charges that ... 4- 社会
□ 告訴する（～を） sue / press charges against ... /  4- 社会
 file a lawsuit against ...
□ 告訴する（Aを Bのかどで～） accuse A of B / charge A with B 4- 社会
□ 告知する（～を） notify 1- 政治
□ 国定公園 quasi-national park / semi-national park 4- 社会
□ 黒点（太陽の） sunspot 4- 社会
□ 国土安全省 the Department of Homeland Security 1- 政治
□ 国土安全保障長官 the Secretary of Homeland Security 1- 政治
□ 国土交通省 the Ministry of Land, Infrastructure,   1- 政治
 Transport and Tourism
□ 国土交通省 the Land, Infrastructure, Transport and  1- 政治
 Tourism Ministry
□ 国土交通大臣 the Minister of Land, Infrastructure and  1- 政治
 Transport and Tourism
□ 国内価格 home price 2- 経済
□ 国内企業物価指数 domestic corporate goods price index 2- 経済
□ 国内金融市場 domestic financial market 2- 経済
□ 国内総生産 gross domestic product 2- 経済
□ 国内大使 national ambassador 1- 政治
□ 国内便 domestic flight 2- 経済
□ 告発 charge 4- 社会
□ 国賓 state guest 1- 政治
□ 極貧 destitution 1- 政治

□ 極貧の destitute 1- 政治
□ 国賓訪問 state visit 1- 政治
□ 克服する（～を） overcome 5- 健康
□ 告別式 uneral service 3- 生活
□ 国宝 national treasure of Japan 3- 生活
□ 国防 national defense 1- 政治
□ 国防省 the Ministry of Defense 1- 政治
□ 国防相 the Defense Minister 1- 政治
□ 国防総省 the Department of Defense /  1- 政治
 the Defense Department
□ 国防長官 the Secretary of Defense 1- 政治
□ 国宝に指定される be designated as a national treasure 3- 生活
□ 国防費 defense expenditure 2- 経済
□ 小熊座 the Little Bear 4- 社会
□ 国民 national 1- 政治
□ 国民［直接］発案 initiative 1- 政治
□ 国民栄誉賞 the National Medal of Honor 3- 生活
□ 国民議会 national assembly 1- 政治
□ 国民健康保険 National Health Insurance 5- 健康
□ 国民所得 national income 3- 生活
□ 国民新党 the People’s New Party 1- 政治
□ 国民総生産 gross national product 2- 経済
□ 国民党 the Nationalist Party 1- 政治
□ 国民投票 (national) referendum / plebiscite 1- 政治
□ 国民年金 national pension 3- 生活
□ 国民負担率 national burden rate 2- 経済
 national burden ratio /  3- 生活
 ratio of public to national income
□ 国務省 the Department of State / the State Department 1- 政治
□ 国務大臣 state minister 1- 政治
□ 国務長官 the Secretary of State 1- 政治
□ 穀物 grain 5- 健康
□ 国有の state-run 2- 経済
□ 極楽 heaven 3- 生活
□ 国立印刷局 the National Printing Bureau 1- 政治
□ 国立公園 national park 4- 社会
□ 国立公文書館 the National Archives / National Archives of Japan 1- 政治
□ 国立大学 national university 3- 生活
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□ 国連安全保障理事会 the United Nations Security Council 1- 政治
□ 国連安全保障理事会決議 the United Nations Security Council Resolution 1- 政治
□ 国連開発計画 the United Nations Development Programme 1- 政治
□ 国連海洋法条約 the United Nations Convention of the Law of  1- 政治
 the Sea
□ 国連教育科学文化機関 the United Nations Educational, Scientific  1- 政治
 and Cultural Organization
□ 国連軍 the U.N. forces 1- 政治
□ 国連経済社会理事会 the United Nations Economic and Social Council 1- 政治
□ 国連憲章 the United Nations Charter /  1- 政治
 the Charter of the United Nations
□ 国連児童基金 the United Nations Children’s Fund 1- 政治
□ 国連事務次官 the United Nations Under-Secretary-General 1- 政治
□ 国連事務総長 the United Nations Secretary-General /  1- 政治
 Secretary General of the United Nations
□ 国連人権理事会 the United Nations Human Rights Council 1- 政治
□ 国連総会 the United Nations General Assembly 1- 政治
□ 国連大使 ambassador to the United Nations 1- 政治
□ 国連中心外交 U.N.-centered diplomacy 1- 政治
□ 国連難民高等弁務官 the United Nations High Commissioner for 1- 政治
 Refugees
□ 国連難民高等弁務官事務所 the Office of the United Nations High  1- 政治
 Commissioner for Refugees
□ 国連の委任統治の下で under the U.N. mandate 1- 政治
□ 国連腐敗防止条約 the United Nations Convention Against Corruption 1- 政治
□ 国連平和維持活動 United Nations Peacekeeping Operations 1- 政治
□ 国連本部 United Nations headquarters 1- 政治
□ 苔 moss 4- 社会
□ 凍えるほど寒い freezing 4- 社会
□ 故国 one’s home country 1- 政治
□ 五国間条約 pentalateral treaty 1- 政治
□ 五国間の pentalateral 1- 政治
□ ココナツの木 coconut tree 4- 社会
□ 心の知能指数 emotional intelligence quotient 3- 生活
□ 誤差 error 1- 政治
□ 故殺 manslaughter / involuntary homicide 4- 社会
□ 腰 the lower back 5- 健康
□ 孤児 orphan 1- 政治

□ 腰（胴のくびれた部分） waist 5- 健康
□ 孤児院 orphanage 1- 政治
□ 孤児院から逃げ出す run away from an orphanage 1- 政治
□ 孤児院に入れる（～を） put ... in [into] an orphanage 1- 政治
□ 孤児院に送る（～を） send ... to an orphanage 1- 政治
□ 孤児院を出る leave an orphanage 1- 政治
□ 腰肉 loin 5- 健康
□ 五重の塔 five-storied pagoda 3- 生活
□ 故障 malfunction / glitch 4- 社会
□ 誤植 misprint 1- 政治
□ 個人指導する（～に対して） offer tutorials to ... 3- 生活
□ 個人指導制 tutorial system 3- 生活
□ 個人投資家 individual investor 2- 経済
□ 個人病院 clinic 5- 健康
□ 個人旅行 individual tour 2- 経済
□ 個人ローン personal loan 2- 経済
□ コストベースプライシング cost-based pricing 2- 経済
□ 5，000万円の資本金で with a capital of 50 million yen 2- 経済
□ 古代遺物 antiquities 3- 生活
□ 古代林 ancient forest 4- 社会
□ 伍長〈海〉 petty officer third class 1- 政治
□ 伍長〈陸・空〉 corporal 1- 政治
□ 誇張された exaggerated 1- 政治
□ 国家 state / nation 1- 政治
□ 国家安全保障 national security 1- 政治
□ 国家安全保障会議 the National Security Council 1- 政治
□ 国会 national assembly / the Diet 1- 政治
□ 国会議員 Diet member 1- 政治
□ 国会図書館 the National Diet Library 1- 政治
□ 国家院 the Duma 1- 政治
□ 国家機関 state organ 1- 政治
□ 国家共同体 commonwealth 1- 政治
□ 骨格 bone structure / skeleton 5- 健康
□ 骨格筋 skeletal muscle 5- 健康
□ 国家元首 head of state 1- 政治
□ 国家権力 state power 1- 政治
□ 国家公安委員会 the National Public Safety Commission 1- 政治
□ 国家公安委員会委員長 the National Public Safety Commission Chairman 1- 政治
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□ 国家公務員 national government employee  3- 生活
□ 国家主義 nationalism 1- 政治
□ 国家主義者 nationalist 1- 政治
□ 国家主権 national sovereignty 1- 政治
□ 国家によるテロ行為 state-sponsored terrorism 1- 政治
□ 国家の national 1- 政治
□ 国家予算 national budget 2- 経済
□ 国境 borderline 1- 政治
□ 国境警備隊 border guard 1- 政治
□ 国境沿いに along the border 1- 政治
□ 国境地方 borderland 1- 政治
□ 国境で at the border 1- 政治
□ 国境なき医師団 the Doctors Without Borders (Médecins Sans 1- 政治
 Frontières)
□ 国境なき記者団 the Reporters Without Borders 1- 政治
□ 国境のない borderless 1- 政治
□ 国境を越えて across [beyond] the border 1- 政治
□ 国交 diplomatic relations [ties] 1- 政治
□ 国交正常化 diplomatic normalization 1- 政治
□ 国交を樹立する（～と） establish diplomatic relations with ... 1- 政治
□ 国交を断絶する（～と） cut [sever / break off] diplomatic relations with ... 1- 政治
□ 国庫金 national treasury deposits 2- 経済
□ 国庫収入 national revenue 2- 経済
□ 国庫補助金 government subsidy 2- 経済
□ 骨質 ossein 5- 健康
□ 骨髄 bone marrow 5- 健康
□ 骨髄移植 bone marrow transplant 5- 健康
□ 骨折 fracture 5- 健康
□ 骨折する break [fracture] a bone 5- 健康
□ 骨粗鬆症 osteoporosis 5- 健康
□ 骨つぼ cinerary urn 3- 生活
□ 小包爆弾 parcel bomb 1- 政治
□ 小包郵便 small parcel 2- 経済
□ 骨董品 antique / curio 3- 生活
□ 骨盤 pelvis 5- 健康
□ 骨膜 periosteum 5- 健康
□ 固定為替相場制 fixed exchange rate system 2- 経済
□ 固定観念 stereotype 5- 健康

□ 固定金利 fixed interest rate 2- 経済
□ 固定金利型住宅ローン fixed-rate mortgage 2- 経済
□ 固定金利選択型住宅ローン hybrid adjustable-rate mortgage 2- 経済
□ 固定資産 fixed assets / noncurrent assets 2- 経済
□ 固定資産税 fixed property tax 2- 経済
□ 固定費 fixed cost 2- 経済
□ 固定負債 fixed liabilities / noncurrent liabilities 2- 経済
□ 古典 classical book 3- 生活
□ 孤島 solitary island 4- 社会
□ 孤独恐怖症 monophobia 5- 健康
□ 子供恐怖症 pedophobia 5- 健康
□ 子どもの日 the Children’s Day 3- 生活
□ 子どもを置き去りにしない法 the No Child Left Behind Act 1- 政治
□ ことわざ proverb 1- 政治
□ 粉薬 powder medicine 5- 健康
□ 粉チーズ grated cheese 5- 健康
□ 粉ミルク powdered [dehydrated] milk 5- 健康
□ コニャック cognac 5- 健康
□ コバラミン cobalamin 5- 健康
□ 湖畔（の） lakeside 4- 社会
□ 五番街（ニューヨーク市） the 5th Avenue 2- 経済
□ 子羊肉 lamb 2- 経済
  5- 健康
□ こぶし fist 5- 健康
□ 古墳 tumulus 2- 経済
□ 個別的自衛権 right of individual self-defense 1- 政治
□ ごぼう burdock 5- 健康
□ コマーシャリズム commercialism 2- 経済
□ 狛犬 stone guardian dog 3- 生活
□ 小間切れ肉 minced meat 5- 健康
□ 鼓膜 eardrum 5- 健康
□ コマンド commando 1- 政治
□ ゴミ garbage 4- 社会
□ ゴミ収集 garbage collection 4- 社会
□ ゴミ収集車 garbage truck 4- 社会
□ ゴミ収集場 garbage collection point 4- 社会
□ ゴミ収集人 garbage collector / garbageman 4- 社会
□ ゴミ処理 garbage disposal 4- 社会
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□ 小道 path 2- 経済
□ ゴミ箱 garbage can / trash box 4- 社会
□ ゴミ屋 garbage collector / garbageman 4- 社会
□ コミュニケーション能力 communicative competence 3- 生活
□ コミュニティ・カレッジ community college 3- 生活
□ ゴミを収集する collect garbage 4- 社会
□ ゴム rubber 4- 社会
□ 小麦 wheat 5- 健康
□ ゴムくず waste gum 4- 社会
□ ゴム弾 rubber bullet 4- 社会
□ ゴムの木 gum tree 4- 社会
□ こむら返り leg cramp 5- 健康
□ 米 rice 5- 健康
□ コメディ comedy 3- 生活
□ コメディアン comedian 3- 生活
□ 古文書 old literature 3- 生活
□ 顧問弁護士 legal adviser / legal counsel 2- 経済
□ 固有リスク unique risk 2- 経済
□ 小指 little finger / pinkie 5- 健康
□ 雇用安定（化） employment stabilization 3- 生活
□ 雇用延長 expansion of employment 3- 生活
□ 雇用可能な employable 3- 生活
□ 雇用機会と待遇の均等 equality of opportunity and treatment 1- 政治
□ 雇用機会の均等 equal employment opportunity 1- 政治
□ 雇用期間 period of employment 3- 生活
□ 雇用者 employer 3- 生活
□ 雇用する（～を） employ 3- 生活
□ 雇用創出 job creation 3- 生活
□ 雇用・年金省 the Department for Work and Pensions 1- 政治
□ 雇用率 employment rate 3- 生活
□ コラーゲン collagen 5- 健康
□ 娯楽 entertainment / pastime 3- 生活
□ 娯楽産業 entertainment industry 3- 生活
□ コラテラルダメージ collateral damage 1- 政治
□ コラムニスト columnist 1- 政治
□ こり stiffness 5- 健康
□ 孤立主義 isolationism 1- 政治
□ 孤立主義者 isolationist 1- 政治

□ ゴリラ gorilla 3- 生活
□ コルセット corset 5- 健康
□ コレステロール cholesterol 5- 健康
□ コレラ cholera 5- 健康
□ コレラ菌 cholera germ / cholera bacillus 5- 健康
□ コロセウム（イタリア） the Colosseum 2- 経済
□ コロッケ croquette 5- 健康
□ コロナウイルス coronavirus 5- 健康
□ コロンブス記念日 the Columbus Day 3- 生活
□ 子を産む deliver a baby 5- 健康
□ 懇願 solicitation 1- 政治
□ 根拠に基づく医療 evidence-based medicine 5- 健康
□ コンクラーベ conclave 3- 生活
□ コンクリート詰めにして埋める bury in concrete 4- 社会
□ コンクリートブロック concrete block 4- 社会
□ コングロマリット conglomerate 2- 経済
□ 混合型年金（日本版 401k） mixed-type pension 3- 生活
□ 混合経済 mixed economy 2- 経済
□ コンサルティング会社 consulting firm 2- 経済
□ 昏睡 coma 5- 健康
□ 昏睡状態にある be in coma 5- 健康
□ 昆虫恐怖症 entomophobia 5- 健康
□ コンデンスミルク condensed milk 5- 健康
□ コンドーム condom / rubber 5- 健康
□ コンドームを使用しない性交 unprotected sex 5- 健康
□ コンドームを使う［付ける］ use [put on] a condom 5- 健康
□ コンドームを付けてセックスする have a safer sex 5- 健康
□ コンドロイチン chondroitin 5- 健康
□ コンピテンシーモデル competency model 2- 経済
□ コンビニエンスストア（コンビニ） convenience store 2- 経済
□ コンピュータウイルス computer virus 3- 生活
□ コンピュータ・グラフィックス computer graphics 3- 生活
□ コンプライアンス compliance 2- 経済
□ こん棒（で殴る） club / cudgel 4- 社会
□ 根本的な fundamental 1- 政治
□ 婚約 engagement 3- 生活
□ 婚約している（～と） be engaged to ... 3- 生活
□ 婚約する（～と） get engaged to ... 3- 生活
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□ 婚約を解消する（～との） break one’s engagement with ... 3- 生活
□ 混乱 confusion / turmoil / disorder 1- 政治
□ 混乱させる（～を） snarl 2- 経済

さ

□ サービス service 2- 経済
□ サービス残業 unpaid overtime 3- 生活
□ サーロイン sirloin 5- 健康
□ サイ rhinoceros 3- 生活
□ 最愛の beloved 3- 生活
□ 最悪の児童労働形態 the Worst Forms of Child Labor 4- 社会
□ サイアミン thiamine 5- 健康
□ 再開 resumption 1- 政治
□ 在外公館 diplomatic establishments abroad 1- 政治
□ 再開する（～を） resume 1- 政治
□ 在外邦人 Japanese nationals [residents] abroad /  1- 政治
 overseas Japanese
□ 再確認 reconfirmation 2- 経済
□ 細菌 germ / bacteria 5- 健康
□ 細菌性赤痢 shigellosis 5- 健康
□ 採掘する mine 2- 経済
□ サイクロン cyclone 4- 社会
□ 再軍備 rearmament 1- 政治
□ 最恵国待遇 most favored nation status 2- 経済
□ 採決 voting 1- 政治
□ 再建 reconstruction 1- 政治
 restructuring / rebuilding 2- 経済
□ 再建［復興］作業 reconstruction work 1- 政治
□ 債権回収 debt collection 2- 経済
□ 債権者 creditor 2- 経済
□ 債権放棄 debt forgiveness 2- 経済
□ 在庫（表） inventory 2- 経済
□ 在庫一掃セール clearance sale 2- 経済
□ 最高価格入札者 the highest bidder 2- 経済
□ 最高気温 the maximum temperature 4- 社会
□ 最高技術責任者 chief technical officer 2- 経済
□ 最高経営責任者 chief executive officer 2- 経済

□ 最高裁第一小法廷 the First Petty Bench of the Supreme Court 4- 社会
□ 最高裁判所 supreme court 4- 社会
□ 最高裁判所裁判官国民審査 National Review of the Judges of the  1- 政治
 Supreme Court
□ 最高財務責任者 chief financial officer 2- 経済
□ 最高執行責任者 chief operating officer 2- 経済
□ 最高情報責任者 chief information officer 2- 経済
□ 最高司令官 commander in chief 1- 政治
□ 最高人民会議 the Supreme People’s Assembly 1- 政治
□ 最高税率 maximum tax rate 2- 経済
□ 最高潮に達する culminate 1- 政治
□ 最高立法機関 supreme legislative organ [body] 1- 政治
□ 在庫がある be in stock 2- 経済
□ 在庫回転率 inventory turnover 2- 経済
□ 在庫が切れている be out of stock 2- 経済
□ 在庫管理 inventory management [control] 2- 経済
□ 在庫調整 inventory adjustment 2- 経済
□ 最後通告 ultimatum 1- 政治
□ 最後通牒 ultimatum 1- 政治
□ 最後まで徹底抗戦する（～に対して） fight a rear guard action against ... 1- 政治
□ 再雇用する（～を） re-employ 3- 生活
□ 在庫を調べる take inventory 2- 経済
□ 在庫を調整する  adjust the stock 2- 経済
□ 再婚 remarriage 3- 生活
□ 再婚する remarry 3- 生活
□ 財産管理 property management 2- 経済
□ 財産権 property right 1- 政治
□ 採算のとれない money-losing 2- 経済
□ 財産目録 inventory of property 2- 経済
□ 再集計 recount 1- 政治
□ 最終処理 final disposal 4- 社会
□ 歳出 expenditure / spending 2- 経済
□ 歳出超過 budget deficit 2- 経済
□ 罪状認否手続き arraignment procedures 4- 社会
□ 再処理する（～を） reprocess 4- 社会
□ 再審 retrial 4- 社会
□ 祭神 enshrined deity 3- 生活
□ 最新情報 update 1- 政治



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—48—

□ 再審請求する apply for a retrial 4- 社会
□ 財政 finance 2- 経済
□ 再生医療 regenerative medicine 5- 健康
□ 財政援助 financial aid 1- 政治
□ 財政学 finance 3- 生活
□ 再生可能エネルギー renewable energy 3- 生活
□ 最盛期 peak 2- 経済
□ 財政危機 financial crisis 2- 経済
□ 再請求文書 reminder 2- 経済
□ 財政支出 government spending 2- 経済
□ 財政状況 financial condition 2- 経済
□ 財政上の fiscal 2- 経済
□ 財政投融資 fiscal investment and loan 2- 経済
□ 財政の financial 2- 経済
□ 再選（挙） re-election 1- 政治
□ 再選させる（～を） re-elect  1- 政治
□ 最先端技術 state-of-the-art technology 3- 生活
□ さい銭箱 offertory box 3- 生活
□ 最大酸素摂取量 the maximum oxygen uptake 5- 健康
□ 在宅勤務 telecommuting 3- 生活
□ 在宅勤務者 teleworker 3- 生活
□ 祭壇 altar 3- 生活
□ 再注文する（～を） reorder 2- 経済
□ 最低気温 the minimum temperature 4- 社会
□ 最低賃金 minimum wage 3- 生活
□ 最低賃金法 the Minimum Wages Law 1- 政治
□ 最低入札 the lowest tender 2- 経済
□ 採点する grade 3- 生活
□ 再統一 reunification 1- 政治
□ 再統一する（～を） reunite 1- 政治
□ 再当選 re-election victory 1- 政治
□ 再突入する re-enter 3- 生活
□ 災難 mishap 1- 政治
□ 在日米軍基地 the U.S. military bases in Japan 1- 政治
□ 歳入 revenue 2- 経済
□ 歳入超過 budget surplus 2- 経済
□ 才能 talent 3- 生活
□ 才能に恵まれた gifted 3- 生活

□ 才能のある talented 3- 生活
□ サイバーテロ cyber terrorism 1- 政治
□ サイバー犯罪 cybercrime 4- 社会
□ サイバーモール cybermall / virtual mall 2- 経済
□ 再配置する（～を） redeploy 1- 政治
□ 再発（する） relapse / recurrence 5- 健康
□ 再発行［復刻］する（～を） reissue 1- 政治
□ 再発する recur 5- 健康
□ 再発の recurrent 5- 健康
□ 裁判 trial 4- 社会
□ 裁判員 lay judge 4- 社会
□ 裁判員制度 lay judge system / citizen judge system 4- 社会
□ 裁判外紛争解決手段 alternative dispute resolution 4- 社会
□ 裁判官 judiciary / judge 4- 社会
□ 裁判官訴追委員会 the Judge Indictment Committee 1- 政治
□ 裁判官弾劾裁判所 the Judge Impeachment Court /  1- 政治
 the Judge Court of Impeachment
□ 裁判権 jurisdiction 4- 社会
□ 裁判所の召喚令状 writ of summons 1- 政治
□ 裁判長 presiding judge 4- 社会
□ 裁判手続き proceedings 4- 社会
□ 裁判にかける（～を） try / put ... on trial / bring ... to justice 4- 社会
□ 歳費 salaries paid to Diet members 1- 政治
□ 最貧国 least developed country 1- 政治
□ 財布のひもが固い budget-conscious 3- 生活
□ 細胞 cell 5- 健康
□ 細胞液 cell sap 5- 健康
□ 細胞核 nucleus 5- 健康
□ 細胞質 cytoplasm 5- 健康
□ 細胞分裂 cell division 5- 健康
□ 細胞壁 cell wall 5- 健康
□ 細胞膜 cell membrane 5- 健康
□ 細胞療法 cell therapy 5- 健康
□ 催眠作用のある sleep-inducing 5- 健康
□ 債務 liabilities 2- 経済
□ 財務会計 financial accounting 2- 経済
□ 債務者   debtor 2- 経済
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□ 財務省 the Ministry of Finance / the Finance Ministry /  1- 政治
 the Department of the Treasury /
 the Treasury Department
□ 財務相 the Chancellor of the Exchequer 1- 政治
□ 財務諸表 financial statements 2- 経済
□ 財務大臣 the Minister of Finance  1- 政治
□ 財務長官 the Secretary of the Treasury 1- 政治
□ 債務の株式化 debt-for-equity swap 2- 経済
□ 債務負担を軽減する reduce [slash] the debt burden 1- 政治
□ 債務不履行 default 2- 経済
□ 債務不履行者 debt defaulter 2- 経済
□ 財務分析 financial analysis 2- 経済
□ 債務免除 debt relief 1- 政治
□ 材木 lumber 2- 経済
□ 最優秀衣装デザイン賞 the Best Costume Design 3- 生活
□ 最優秀音響賞 the Best Sound Mixing 3- 生活
□ 最優秀音響編集賞 the Best Sound Editing 3- 生活
□ 最優秀外国語映画賞 the Best Foreign Language Film 3- 生活
□ 最優秀監督賞 the Best Director 3- 生活
□ 最優秀脚色賞 the Best Adapted Screenplay 3- 生活
□ 最優秀脚本賞 the Best Original Screenplay 3- 生活
□ 最優秀作品賞 the Best Picture 3- 生活
□ 最優秀撮影賞 the Best Cinematography 3- 生活
□ 最優秀作曲賞 the Best Original Score 3- 生活
□ 最優秀視覚効果賞 the Best Visual Effects 3- 生活
□ 最優秀主演女優賞 the Best Actress 3- 生活
□ 最優秀主演男優賞 the Best Actor 3- 生活
□ 最優秀主題歌賞 the Best Original Song 3- 生活
□ 最優秀助演女優賞 the Best Supporting Actress 3- 生活
□ 最優秀助演男優賞 the Best Supporting Actor 3- 生活
□ 最優秀短編アニメ賞 the Best Animated Short Film 3- 生活
□ 最優秀短編映画賞 the Best Live Action Short Film  3- 生活
□ 最優秀短編ドキュメンタリー映画賞 the Best Documentary Short Subject 3- 生活
□ 最優秀長編アニメ映画賞 the Best Animated Feature 3- 生活
□ 最優秀長編ドキュメンタリー映画賞 the Best Documentary Feature 3- 生活
□ 最優秀美術監督賞 the Best Art Direction 3- 生活
□ 最優秀編集賞 the Best Film Editing 3- 生活
□ 最優秀メイクアップ賞 the Best Makeup 3- 生活

□ 最有力候補 front-runner 1- 政治
□ 採用 adoption 1- 政治
□ 採用する（～を） adopt 1- 政治
 hire / recruit 3- 生活
□ 採用担当者 recruiter 3- 生活
□ 採用通知 job offer 3- 生活
□ 採用見込み（数） hiring projection 3- 生活
□ 再来患者 re-visit [repeat] patient 5- 健康
□ 在留資格 visa status 1- 政治
□ 裁量 discretion 1- 政治
□ 裁量所得 discretionary income 3- 生活
□ 裁量労働制 free-time system 3- 生活
□ 催涙弾 tear gas 4- 社会
□ サイロ silo 2- 経済
□ 魚恐怖症 ichthyophobia 5- 健康
□ さかのぼって調べる（～を） trace 2- 経済
□ 酒屋 liquor shop 2- 経済
□ 下がらない（士気が～） (morale) remains high 1- 政治
□ 左官 plasterer 3- 生活
□ 詐欺 fraud / scam / deceit / swindle 4- 社会
□ 詐欺師 swindler 4- 社会
□ 詐欺の fraudulent 4- 社会
□ 先物取引 future transaction 2- 経済
□ 砂丘 dune / sand hill 4- 社会
□ 作業部会 working group 1- 政治
□ 搾取 exploitation 1- 政治
□ 搾取可能な exploitable 1- 政治
□ 搾取する（～を） exploit 1- 政治
□ 搾取的な exploitative 1- 政治
□ 削除 deletion 1- 政治
□ 削除する（～を） delete 1- 政治
□ 作戦 maneuver / operation 1- 政治
□ 桜肉 horse meat 5- 健康
□ サクラの木 cherry tree 4- 社会
□ サケ salmon 5- 健康
□ 下げ相場  bear market 2- 経済
□ 酒をたしなむ人 moderate drinker 5- 健康
□ 酒をまったく飲まない人 non-drinker 5- 健康
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□ 鎖国政策 national isolation policy 1- 政治
□ 鎖骨 collarbone 5- 健康
□ サザエ turban shell 5- 健康
□ 査察 inspection 1- 政治
□ 査察団 inspection team 1- 政治
□ さざ波（を立てる） ripple 4- 社会
□ 差し押さえ（物件） seizure 4- 社会
□ 差し押さえられる be placed under distrain 4- 社会
□ 差し押さえる（～を） seize / distrain 4- 社会
□ 刺し殺す（～を） stab ... to death 4- 社会
□ 差出人 sender 2- 経済
□ 差し止め命令 injunction 4- 社会
□ 詐取する defraud 4- 社会
□ 座礁 running aground 4- 社会
□ 座礁する run aground [ashore] 4- 社会
□ 砂塵 cloud of sand 4- 社会
□ サスペンス suspense 3- 生活
□ さそり座 Scorpio 3- 生活
□ 撮影 shooting 3- 生活
□ 作況指数 crop index 2- 経済
□ 殺菌剤 disinfectant 5- 健康
□ 殺菌性の disinfectant 5- 健康
□ 雑穀（粟，きびなど） millet 5- 健康
□ 雑誌 magazine 1- 政治
□ 雑誌社 magazine company  1- 政治
□ 雑収入 miscellaneous income 3- 生活
□ 殺人 killing 4- 社会
□ 殺人の homicidal 4- 社会
□ 殺人犯 murderer 4- 社会
□ 殺人未遂 attempted murder 4- 社会
□ 札束 a roll of bills 2- 経済
□ 殺虫剤 insecticide 4- 社会
□ サット the Special Assault Team 4- 社会
□ さつまいも sweet potato 5- 健康
□ 雑用 chore 3- 生活
□ 査定額 valuation 2- 経済
□ 砂鉄 iron [magnetic] sand 4- 社会
□ 茶道 tea ceremony 3- 生活

□ サトウキビ sugar cane 5- 健康
□ 作動中である be in operation 4- 社会
□ 里親 foster family 3- 生活
□ 左脳 left brain 5- 健康
□ サバ mackerel 5- 健康
□ 砂漠 desert 4- 社会
□ 砂漠化 desertification 4- 社会
□ 左派の left-wing 1- 政治
□ さびる rust 4- 社会
□ サファイヤ sapphire 2- 経済
□ サファリパーク safari park 4- 社会
□ サブプライムローン subprime loan 2- 経済
□ サプライズパーティー surprise party 3- 生活
□ サプライチェーンマネジメント supply chain management 2- 経済
□ サプリメント supplement 5- 健康
□ 差別 discrimination 1- 政治
□ 差別化する（～を） differentiate 2- 経済
□ 差別化戦略 differentiation strategy 2- 経済
□ 差別関税 discriminatory tariff 2- 経済
□ 差別する（～を） discriminate 1- 政治
□ 差別待遇 discriminatory treatment  3- 生活
□ 差別的な discriminatory 1- 政治
□ サポーター supporter 5- 健康
□ サボタージュ sabotage 3- 生活
□ サマーバンクホリデー the Summar Bank Holiday 3- 生活
□ サミット summit 1- 政治
□ 寒い cold 4- 社会
□ 挫滅症候群 crush syndrome 5- 健康
□ サメよけ shark repellent 2- 経済
□ 坐薬 suppository 5- 健康
□ 皿 plate 3- 生活
□ サラサラの血液 smoothly flowing blood 5- 健康
□ サラリーマン金融 loan shark 2- 経済
□ さらりとした smooth 2- 経済
□ サル（大型で尾のない） ape 3- 生活
□ 申（猿） monkey 3- 生活
□ 猿楽 monkey dance 3- 生活
□ サルサ salsa 3- 生活
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□ サルベージ salvage 4- 社会
□ サルモネラ菌 salmonella 5- 健康
□ 酸 acid 4- 社会
□ 産科医 obstetrician 5- 健康
□ 残骸 ruins / wreckage 4- 社会
□ 残骸から～を引っぱり出す pull ... out of the ruins 4- 社会
□ 散会させる（～を） disperse 4- 社会
□ 三角筋 deltoid 5- 健康
□ 三角州 delta 4- 社会
□ 山岳地帯（地域） mountainous region 4- 社会
□ 酸化する oxidize 5- 健康
□ 酸化的な oxidative 4- 社会
□ 酸化防止剤 antioxidant 5- 健康
□ 参議院 the House of Councillors 1- 政治
□ 参議院議員 member of the House of Councilors 1- 政治
□ 参議院議長 the President of the House of Councillors 1- 政治
□ 残虐行為 atrocity / brutality 4- 社会
□ 産休 maternity leave 3- 生活
□ 産業 industry 2- 経済
□ 残業 overtime 3- 生活
□ 産業化 industrialization 2- 経済
□ 産業革命 industrial revolution 2- 経済
□ 産業化する（～を） industrialize 2- 経済
□ 産業基盤 infrastructure 2- 経済
□ 産業資本家 industrialist 2- 経済
□ 産業スパイ industrial spy 4- 社会
□ 残業する work overtime 3- 生活
□ 残業手当 payments for overtime 1- 政治
□ 産業廃棄物 industrial waste 4- 社会
□ 産業用ロボット industrial robot 3- 生活
□ 酸欠状態 hypoxic state 4- 社会
□ 三権分立 separation of the administrative, legislative  1- 政治
 and judicial branches of government
□ ざん壕 trench / entrenchment 1- 政治
□ 参考書 reference book 3- 生活
□ 参考文献 reference 1- 政治
□ 参考文献一覧 bibliography 1- 政治
□ ざん壕を掘る dig trenches / entrench 1- 政治

□ 三国間条約 trilateral treaty 1- 政治
□ 三国間の trilateral 1- 政治
□ サンゴ礁 coral reef 4- 社会
□ 三酸化硫黄 sulfur trioxide 4- 社会
□ 蚕糸 silk thread 2- 経済
□ 惨事 catastrophe 4- 社会
□ 参事官 counselor 1- 政治
□ 3 次元画像 3-dimensional image 4- 社会
□ 三重水素 tritium 1- 政治
□ 38 度線 the 38th Parallel 1- 政治
□ 算術 arithmetic 3- 生活
□ 参照する（～を） refer to ... 1- 政治
□ 三審制 the three court system 4- 社会
□ 散水機 sprinkler 4- 社会
□ 散水する sprinkle water 4- 社会
□ 酸性 acidity 4- 社会
□ 酸性雨 acid rain 4- 社会
□ 酸性の acidic 4- 社会
□ 賛成の意見を述べる（～に） argue for ... 1- 政治
□ 酸素 oxygen 4- 社会
□ 酸素マスク oxygen mask 2- 経済
  5- 健康
□ 残存価額 residual value 2- 経済
□ 残高照会 balance inquiry 2- 経済
□ 残高を照会する check account balance 2- 経済
□ 山頂 mountaintop 4- 社会
□ 暫定合意 tentative agreement 1- 政治
□ 暫定政権 interim government [administration] / caretaker 1- 政治
□ 暫定的な tentative / interim 1- 政治
□ 暫定予算 provisional budget 2- 経済
□ 酸度 acidity 4- 社会
□ 賛同者 proponent 1- 政治
□ 残尿感 sensation of residual urine 5- 健康
□ 残忍性 brutality 4- 社会
□ 残忍な atrocious / brutal 4- 社会
□ サンバ samba 3- 生活
□ 残飯 leftover food 4- 社会
□ 三半規管 the semicircular canals 5- 健康
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□ 360 度評価 360-degree feedback 2- 経済
□ 賛否両論 pros and cons 1- 政治
□ 山腹 mountainside 4- 社会
□ 産物（一次） commodity / primary commodity 2- 経済
□ サンプル sample 1- 政治
□ サンマ saury 5- 健康
□ 山脈 mountains 4- 社会
□ 産油国 oil-producing country / oil producer 2- 経済
□ 残余価値 residual value 2- 経済
□ 散乱する scatter / diffuse 4- 社会
□ 残留性有害汚染物質に関する the Stockholm Convention on Persistent 4- 社会
ストックホル条約 Organic Pollutants

□ 残留性有機汚染物質 persistent organic pollutants  4- 社会
□ 残留物 residue 4- 社会

し

□ 死 death 5- 健康
□ 痔 hemorrhoids 5- 健康
□ 指圧 acupressure 5- 健康
□ 指圧のツボ acupressure point 5- 健康
□ シーア派 Shiite 3- 生活
□ CT検査 CT scan /   5- 健康
 CAT (computerized axial tomography) scan
□ GA graduate assistant 3- 生活
□ C型肝炎 hepatitis C 5- 健康
□ θ（シータ）波 theta wave 5- 健康
□ 死因 cause of death 5- 健康
□ 寺院 temple 3- 生活
□ 自営業の self-employed 3- 生活
□ 自衛権 right of self-defense 1- 政治
□ 自衛隊 the Self-Defense Forces 1- 政治
□ 自衛隊法 the Self-Defense Forces Law 1- 政治
□ ジェットコースター roller coaster 3- 生活
□ ジェネラル・パートナーシップ general partnership 2- 経済
□ ジェノサイド genocide 4- 社会
□ シェリー sherry 5- 健康
□ ジェンダー gender 5- 健康

□ ジェンダーアイデンティティ gender identity 5- 健康
□ ジェンダーエンパワーメント測定 gender empowerment measure 5- 健康
□ ジェンダーギャップ gender gap 5- 健康
□ ジェンダーステレオタイプ gender stereotype 5- 健康
□ ジェンダートラック gender track 5- 健康
□ ジェンダーの平等 gender equality 5- 健康
□ ジェンダーバイアス gender bias 5- 健康
□ ジェンダーロール gender role 5- 健康
□ シオニズム Zionism 3- 生活
□ 塩水 saltwater 4- 社会
□ シカ deer 3- 生活
□ 時価 current price 2- 経済
□ 死海 the Dead Sea 4- 社会
□ 視界 visibility 4- 社会
□ 歯科医 dentist 5- 健康
□ 司会者 emcee / master of ceremonies 3- 生活
□ 紫外線 ultraviolet rays 4- 社会
□ 紫外線療法 ultraviolet therapy 5- 健康
□ 視界不良 low visibility 4- 社会
□ 歯科衛生士 dental hygienist 5- 健康
□ 時価会計制度 current value accounting 2- 経済
□ 資格 qualification(s) 2- 経済
  3- 生活
□ 歯学 dentistry / dental surgery 3- 生活
□ 視覚効果プロデューサー visual effects producer 3- 生活
□ 自覚症状 subjective symptom 5- 健康
□ 資格証明書 certificate 3- 生活
□ 視覚皮質 visual cortex 5- 健康
□ 仕掛け爆弾 booby trap 1- 政治
□ シカゴ商品取引所 the Chicago Board of Trade 2- 経済
□ 死火山 extinct volcano 4- 社会
□ 歯科助手 dental nurse 5- 健康
□ 鹿の肉 venison 5- 健康
□ 歯冠 crown 5- 健康
□ 次官 undersecretary 1- 政治
□ 次官級会議 vice ministerial meeting 1- 政治
□ 次官補 assistant secretary 1- 政治
□ 時間を稼ぐ buy time 1- 政治
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□ 士気 morale / fighting spirit 1- 政治
□ 士気［戦意］を高揚させる raise morale [fighting spirit] 1- 政治
□ 磁気嵐 magnetic storm 4- 社会
□ 市議会 city assembly 1- 政治
□ 市議会議員 city assembly member 1- 政治
□ 磁気共鳴画像法 magnetic resonance imaging 5- 健康
□ 敷金 refundable deposit 2- 経済
□ 指揮系統 the chain of command 1- 政治
□ 磁気圏 magnetosphere 4- 社会
□ 色彩 color 5- 健康
□ 識字能力 literacy 3- 生活
□ 次期大統領 president-elect 1- 政治
□ 次期知事 governor-elect 1- 政治
□ 磁気データ magnetic data 4- 社会
□ 士気に影響を与える（～の） affect the morale of ... 1- 政治
□ 子宮 uterus / womb 5- 健康
□ 時給 hourly wage 3- 生活
□ 持久力 endurance 5- 健康
□ 司教 bishop 3- 生活
□ 事業運営 business operation 2- 経済
□ 事業計画（書） business plan 2- 経済
□ 事業仕分け project screening 1- 政治
□ 事業税   enterprise tax 2- 経済
□ 色欲 lust 3- 生活
□ 士気を打ち砕く crush [destroy] morale 1- 政治
□ 士気を高める boost morale (fighting spirit) 1- 政治
□ 資金浄化 money laundering 4- 社会
□ 資金調達イベント fund-raiser 1- 政治
□ 死刑 death penalty / capital punishment 4- 社会
□ 市警察 city police 4- 社会
□ 市警察局長 chief of police 4- 社会
□ 死刑判決 death sentence 4- 社会
□ 死刑を廃止する abolish death penalty 4- 社会
□ 刺激 stimulus 5- 健康
□ 刺激を与える（～したくなる） give an incentive to do 3- 生活
□ 自決権 right of self-determination 1- 政治
□ 止血剤 hemostatic 5- 健康
□ 試験 examination / exam / test 3- 生活

□ 時限（立）法 limited-time law 1- 政治
□ 資源エネルギー庁 the Agency of Natural Resources and Energy 1- 政治
□ 試験がある have an examination 3- 生活
□ 試験官 examiner 3- 生活
□ 試験管 test tube 5- 健康
□ 試験監督官 proctor 3- 生活
□ 資源ゴミ recyclable 4- 社会
□ 試験紙 test paper 5- 健康
□ 時限装置 timing [time] device 1- 政治
□ 試験的な tentative 1- 政治
□ 資源配分 resource allocation 2- 経済
□ 時限爆弾 time bomb 1- 政治
□ 資源保全 resource conservation 4- 社会
□ 試験を採点する mark an examination 3- 生活
□ 試験を実施する give [administer] an examination 3- 生活
□ 施行 execution 1- 政治
□ 歯垢 plaque 5- 健康
□ 施行する（～を） execute 1- 政治
□ 自己株 treasury stock 2- 経済
□ 自己株式取得 stock repurchase 2- 経済
□ 地獄 hell 3- 生活
□ 四国間条約 quadrilateral treaty 1- 政治
□ 四国間の quadrilateral 1- 政治
□ 自己血輸血 autotransfusion 5- 健康
□ 死後硬直 rigor mortis 4- 社会
□ 自己資本 equity capital 2- 経済
□ 自己達成 self-fulfillment 3- 生活
□ 自己達成の self-fulfilling 3- 生活
□ 仕事 work / job 3- 生活
□ 仕事恐怖症 ergophobia 5- 健康
□ 仕事量 workload 3- 生活
□ 死後の世界 life after life / life after death / afterlife 3- 生活
□ 自己破産 personal bankruptcy / voluntary bankruptcy 2- 経済
□ 自己負担 individual share of an expense 5- 健康
□ 自己免疫 autoimmunity 5- 健康
□ しこり lump / mass / induration 5- 健康
□ 刺殺 fatal stabbing 4- 社会
□ 自殺 suicide 5- 健康
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□ 自殺する commit suicide / kill oneself 5- 健康
□ 自殺の suicidal 5- 健康
□ 自殺幇助 assisted suicide 5- 健康
□ 自殺幇助（罪） aiding and abetting suicide 4- 社会
□ 自殺未遂 attempted suicide 5- 健康
□ 資産 assets 2- 経済
□ 死産 stillbirth 5- 健康
□ 資産回転率 asset turnover 2- 経済
□ 資産価値 property value / asset value 2- 経済
□ 資産構成 portfolio 2- 経済
□ 資産デフレ asset deflation 2- 経済
□ 資産を凍結する freeze one’s assets 1- 政治
□ 支持 support 1- 政治
□ 獅子座 Leo 3- 生活
□ 支持者 advocate / loyalist 1- 政治
 wellwisher 4- 社会
□ 支持する（～を） give support to ... / back 1- 政治
□ 使者 emissary 1- 政治
□ 試写会 preview 3- 生活
□ 自社株購入権 stock option 2- 経済
□ 死者数 death toll / fatality / casualties 4- 社会
□ 死者の霊 spirit of the dead 3- 生活
□ シシャモ smelt 5- 健康
□ 刺しゅう embroidery 3- 生活
□ 死臭 stench of death 4- 社会
□ 歯周炎 periodontitis 5- 健康
□ 歯周病 pyorrhea alveolaris 5- 健康
□ 支出 spending 3- 生活
□ 支出を削減する cut spending 2- 経済
□ 思春期（精神的な～） adolescence 5- 健康
□ 思春期（肉体的な～） puberty 5- 健康
□ 刺傷 stabbing 4- 社会
□ 視床 thalamus 5- 健康
□ 市場 market 2- 経済
□ 市場価格 market price 2- 経済
□ 視床下部 hypothalamus 5- 健康
□ 市場金利 market rate of interest 2- 経済
□ 市場経済 market economy 2- 経済

□ 市場経済への移行   marketization 2- 経済
□ 市場シェア market share 2- 経済
□ 市場性 marketability 2- 経済
□ 市場性がある marketable 2- 経済
□ 市場占有率 market share 2- 経済
□ 市場占有率を高める increase one’s market share 2- 経済
□ 市場調査 marketing research 2- 経済
□ 市場リスク market risk 2- 経済
□ 市条例 city ordinance 1- 政治
□ 辞職 resignation 3- 生活
□ 辞職する resign 3- 生活
□ 自助努力 self-help efforts 1- 政治
□ 指針 principle 1- 政治
□ 地震 earthquake / quake 4- 社会
□ 地震［洪水］の被災者 earthquake [flood] victim 4- 社会
□ 地震学 seismology 4- 社会
□ 地震学者 seismologist 4- 社会
□ 地震活動 seismic activity 4- 社会
□ 地震観測所 seismic station 4- 社会
□ 視神経 optic nerve 5- 健康
□ 地震計 seismograph / seismometer 4- 社会
□ 地震で多大な被害を受けた earthquake-devastated 4- 社会
□ 地震波 seismic wave 4- 社会
□ 地震保険 earthquake insurance 3- 生活
□ システム侵入 system penetration 4- 社会
□ 地すべり的大勝利 landslide victory 1- 政治
□ 沈まない unsinkable 4- 社会
□ 姿勢 posture 5- 健康
□ 姿勢がよい have good posture 5- 健康
□ 姿勢が悪い have bad [poor] posture 5- 健康
□ 自制した temperate 3- 生活
□ 史跡 historic site 2- 経済
□ 歯石 tartar / dental calculus 5- 健康
□ 自責の念 remorse 3- 生活
□ 使節［代表］団 delegation 1- 政治
□ 視線 line of sight 4- 社会
□ 慈善 philanthropy 1- 政治
□ 慈善（事業） charity 1- 政治
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□ 慈善家 philanthropist 1- 政治
□ 慈善活動 charitable campaign 1- 政治
□ 自然環境 natural environment / ecology 4- 社会
□ 自然災害 natural disaster 4- 社会
□ 自然死 natural death 5- 健康
□ 慈善事業家 benefactor 1- 政治
□ 自然食品 natural food 5- 健康
□ 事前審査 preclearance 1- 政治
□ 自然水銀 natural mercury 2- 経済
□ 慈善団体 charitable organization 1- 政治
□ 自然治癒力 natural healing power /  5- 健康
 healing [self-healing] abilities
□ 慈善で out of charity 1- 政治
□ 慈善の philanthropic 1- 政治
□ 自然保護論者 conservationist 4- 社会
□ 自然湖 natural lake 4- 社会
□ しそ beefsteak plant 5- 健康
□ 思想及び良心の自由 freedom of thoughts and conscience 1- 政治
□ 持続的な発熱 recurrent fever 5- 健康
□ 持続的な疲労感 constant tiredness 5- 健康
□ 舌 tongue 5- 健康
□ 死体 body / dead body 4- 社会
□ 死体恐怖症 necrophobia 5- 健康
□ 辞退する（～を） decline 1- 政治
□ 下請契約 subcontract 2- 経済
□ 下くちびる lower lip 5- 健康
□ 自宅軟禁 home arrest / house arrest 4- 社会
□ 自宅軟禁されている be under house arrest 4- 社会
□ 舌先 the tip of one’s tongue 5- 健康
□ 仕出し catering 5- 健康
□ 下取り価格 trade-in price 2- 経済
□ 師団 division 1- 政治
□ 示談 out-of-court settlement 4- 社会
□ 自治 autonomy 1- 政治
□ 自治区 autonomous region 1- 政治
□ 七福神 the Seven Gods of Good Fortune 3- 生活
□ 七面鳥 turkey 5- 健康
□ 視聴者 viewer 1- 政治

□ 市町村合併 municipal merger 1- 政治
□ 視聴率   TV viewership ratings 1- 政治
□ 歯痛 toothache 5- 健康
□ 失火 fire caused by negligence / accidental fire 4- 社会
□ 失火する cause fire by accident 4- 社会
□ 質感 texture 5- 健康
□ 失業 unemployment / joblessness 3- 生活
□ 失業給付金 unemployment benefits 3- 生活
□ 失業給付費 unemployment benefits expenditure 1- 政治
□ 失業した unemployed / jobless 3- 生活
□ 失業手当 unemployment compensation 3- 生活
□ 失業保険 unemployment insurance 3- 生活
□ 失業率 unemployment rate / jobless rate 3- 生活
□ 失禁 incontinence 5- 健康
□ 失禁する wet one’s bed / urine involuntarily 5- 健康
□ 実刑 jail sentence / prison sentence / imprisonment /  4- 社会
 prison [jail] term
□ 湿気の多い muggy 4- 社会
□ 実験 experiment 3- 生活
□ 実現可能調査 feasibility study 2- 経済
□ 実現可能な feasible 2- 経済
□ 実験心理学 experimental psychology 3- 生活
□ 実行 implementation 1- 政治
□ 実行する（～を） implement / carry out 1- 政治
□ 執行猶付き判決 suspended sentence 4- 社会
□ 失語症 aphasia 5- 健康
□ 実施 enforcement 1- 政治
□ 実施する（～を） enforce 1- 政治
□ 実質金利 real interest rate 2- 経済
□ 実質GDP real GDP 2- 経済
□ 実証 verification 1- 政治
□ 実証研究 empirical study / experimental study 3- 生活
□ 実証的な experimental 3- 生活
□ 湿疹 eczema 5- 健康
□ 失神（する） faint 5- 健康
□ 失速 stall 4- 社会
□ 質素な thrifty 3- 生活
□ 実弾演習 live-fire drill / live-firing practice 1- 政治



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—56—

□ 湿地 wetland 2- 経済
 swamp 4- 社会
□ 失墜 downfall 1- 政治
□ 質的分析 qualitative analysis 1- 政治
□ 嫉妬 envy 3- 生活
□ 湿度 humidity 4- 社会
□ 湿布 compress / poultice 5- 健康
□ 疾病管理予防センター the Centers for Disease Control and Prevention 1- 政治
□ 指摘する（～を） note / point out 1- 政治
□ 支店 branch 2- 経済
□ 自転 rotation 4- 社会
□ 自転周期 period of rotation 4- 社会
□ 自転する rotate 4- 社会
□ 自転する（～の周りを） revolve around ... 4- 社会
□ 自転速度 rotational speed 4- 社会
□ 支店長 branch manager 2- 経済
□ 私道 driveway 2- 経済
□ 児童虐待 child abuse 4- 社会
□ 児童虐待防止法 the Anti-Child Abuse Law 1- 政治
□ 自動車行列（重要人物の） motorcade 2- 経済
□ 自動車事故 car accident 4- 社会
□ 自動車排気ガス automobile emissions 4- 社会
□ 自動車爆弾 car bombing 1- 政治
□ 自動車保険 automobile insurance 3- 生活
□ 自動車用迂回路 bypass 2- 経済
□ 自動小銃 automatic rifle 1- 政治
□ 自動探査車 rover 3- 生活
□ 児童手当 allowance for dependent children 3- 生活
□ 自動引き落し（銀行口座からの） automatic debit / automatic deduction 2- 経済
□ 児童福祉法 the Child Welfare Law 1- 政治
□ 児童扶養手当 child rearing allowance 1- 政治
□ 児童保護費 child care expenditure 1- 政治
□ 児童養護施設 orphanage 1- 政治
□ 指導霊 leading spirit 3- 生活
□ 自動列車制御装置 automatic train control 4- 社会
□ 自動列車停止装置 automatic train stop 4- 社会
□ シナイ山 Mount Sinai 3- 生活
□ シナゴーグ synagogue 3- 生活

□ シナノキ linden 4- 社会
□ シナプス synapse 5- 健康
□ 品物 goods 2- 経済
□ 歯肉炎 gingivitis 5- 健康
□ 辞任 resignation 1- 政治
□ 辞任する resign / step down 1- 政治
□ 死ぬ（～（直接的な理由）で） die from ... 5- 健康
□ 死ぬ（～（病気など）で） die of ... 5- 健康
□ シネコン cineplex 3- 生活
□ 死の脅迫 death threat 4- 社会
□ 死の灰 fallout 4- 社会
□ 市の外れ outskirts 4- 社会
□ 磁場 magnetic field 4- 社会
□ ジハード jihad / jehad 1- 政治
□ 支配する（～を） take control of ... 2- 経済
□ 自白 confession 4- 社会
□ 自白する（～を） confess 4- 社会
□ 自爆テロ suicide bombing [attack] 1- 政治
□ 自爆テロリスト suicide bomber 1- 政治
□ 自爆テロをする blow oneself up 1- 政治
□ 自発呼吸 autonomic breath 5- 健康
□ 自発的な voluntary 1- 政治
□ 支払い expenses 3- 生活
□ 支払延滞 loan delinquency / default in payment 2- 経済
□ 支払い期限が過ぎた overdue 2- 経済
□ 支払金 disbursement 2- 経済
 pay 3- 生活
□ 支払準備率 reserve requirement ratio 2- 経済
□ 支払い能力 solvency 2- 経済
□ 地盤沈下 land subsidence 4- 社会
□ 市販薬 over-the-counter drug 5- 健康
□ 耳鼻咽喉科医 otolaryngologist / ear-nose-throat [ENT] doctor 5- 健康
□ 指標 index 2- 経済
□ 死票 vote for the losing candidate /  1- 政治
 wasted [unrepresented] vote
□ シビリアンコントロール civilian control 1- 政治
□ しびれた numb 5- 健康
□ ジフテリア diphtheria 5- 健康
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□ ジフテリア菌 Corynebacterium diphtheriae 5- 健康
□ シフト shift 3- 生活
□ ジブラルタル海峡 the Strait of Gibraltar 4- 社会
□ 紙幣 bank note / bill 2- 経済
□ 自閉症 autism 5- 健康
□ 自閉症の（人） autistic 5- 健康
□ 司法 judiciary / justice 4- 社会
□ 脂肪 fat 5- 健康
□ 司法解剖 legally-ordered autopsy 4- 社会
 autopsy 5- 健康
□ 脂肪肝 fatty liver 5- 健康
□ 死亡恐怖症 thanatophobia 5- 健康
□ 死亡告知 obituary 1- 政治
□ 脂肪酸 fatty acid 5- 健康
□ 死亡したと見なされる be presumed dead 4- 社会
□ 司法省 the Department of Justice / the Justice Department 1- 政治
□ 死亡証明書 death certificate 1- 政治
□ 司法書士 judicial scrivener 3- 生活
□ 司法制度 judiciary system 4- 社会
□ 司法長官 the Attorney General 1- 政治
  4- 社会
□ 司法取引 plea bargaining 4- 社会
□ 脂肪の fatty 5- 健康
□ 脂肪の塊 fat mass 5- 健康
□ 司法府 judicial branch 1- 政治
□ 司法妨害 obstruction of justice 4- 社会
□ 脂肪を燃焼させる burn fat 5- 健康
□ 資本家 capitalist 1- 政治
□ 資本金 capital 2- 経済
□ 資本金は 1億円である be capitalized at 100 million 2- 経済
□ 資本支出 capital spending 2- 経済
□ 資本収支 capital account 2- 経済
□ 資本集約型産業 capital-intensive industry 2- 経済
□ 資本主義 capitalism 1- 政治
□ 資本主義経済 capitalist economy 2- 経済
□ 資本主義者 capitalist 1- 政治
□ 資本主義の capitalistic 1- 政治
□ 資本損失 capital loss 2- 経済

□ 資本調達 capital raising 2- 経済
□ 資本投資 capital investment 2- 経済
□ 資本利得 capital gain 2- 経済
□ 資本利得税 capital gains tax 2- 経済
□ 資本を調達する raise capital 2- 経済
□ 島 island / isle 4- 社会
□ シマウマ zebra 3- 生活
□ 字幕 subtitle 3- 生活
□ 島国根性 insularism 4- 社会
□ しみ stain 5- 健康
□ しみる sting 5- 健康
□ 市民権 civil right 1- 政治
□ 自民族中心主義 ethnocentrism 1- 政治
□ 事務次官 administrative vice minister 1- 政治
□ 指名 nomination 1- 政治
□ 指名候補 nominee 1- 政治
□ 指名する（～を） nominate 1- 政治
□ 指名入札 bidding among designated companies 2- 経済
□ 指名を受け入れる accept the nomination 1- 政治
□ 指名を受ける get [win] the nomination 1- 政治
□ 指名を確保する secure [seal / cement] a nomination 1- 政治
□ 指名を断る decline [reject] the nomination 1- 政治
□ 湿らせる（～を） humidify 4- 社会
□ 占める（～を） account for ... 1- 政治
□ 指紋 fingerprint 4- 社会
□ 諮問会議 advisory council [panel] 1- 政治
□ シャークリペレント shark repellent 2- 経済
□ ジャーナリスト journalist 1- 政治
□ ジャーナリズム journalism 1- 政治
□ 社会学 sociology 3- 生活
□ 社会環境 social environment 4- 社会
□ 社会規範 social code 4- 社会
□ 社外研修 off-the-job training /  3- 生活
 off-the-job development [learning]
□ 社会事業相談員 social worker 1- 政治
□ 社会資本 infrastructure 2- 経済
□ 社会主義 socialism 1- 政治
□ 社会主義経済 socialist economy 2- 経済
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□ 社会主義市場経済 socialist market economy 2- 経済
□ 社会主義者 socialist 1- 政治
□ 社会主義の socialistic 1- 政治
□ 社会心理学 social psychology 3- 生活
□ 社会秩序 public order 1- 政治
□ 社会的最低水準 social minimum 1- 政治
□ 社会的責任投資 socially responsible investment 2- 経済
□ 社会的要因 social factor 5- 健康
□ 社外取締役 outside director 2- 経済
□ 社会福祉 social welfare 1- 政治
□ 社会福祉学 social welfare 3- 生活
□ 社会福祉事業 social welfare service 1- 政治
□ 社会福祉施設整備費 building and maintenance expenditure for  1- 政治
 social welfare facility
□ 社会福祉費 social welfare expenditure 1- 政治
□ 社会保険費 social insurance expenditure 1- 政治
□ 社会保険料控除 deduction for social insurance 2- 経済
□ 社会保障 social security 1- 政治
□ 社会保障カード social security card 1- 政治
□ 社会保障関係費 social security expenditure 2- 経済
□ 社会保障番号 social security number 1- 政治
□ 社会民主主義 social democracy 1- 政治
□ 社会民主党（社民党） the Social Democratic Party 1- 政治
□ 弱肉強食の世界 dog-eat-dog world 4- 社会
□ 若年性糖尿病 juvenile-onset type diabetes 5- 健康
□ 射撃演習 shooting practice 1- 政治
□ 社債 corporate bond / debenture 2- 経済
□ 射殺する（～を） shoot ... to death 4- 社会
□ 写真記者 photojournalist 1- 政治
□ 写真付き身分証明書 picture I.D. 1- 政治
□ ジャズ jazz 3- 生活
□ 射精 ejaculation 5- 健康
□ 射精管 ejaculatory duct 5- 健康
□ 射精する ejaculate 5- 健康
□ 社説 editorial / leading article / leader 1- 政治
□ 車線 lane 4- 社会
□ 社長 president 2- 経済
□ 借金取り debt collector 2- 経済

□ 借金取立人 debt collector 2- 経済
□ 借金を返す pay one’s debt 2- 経済
□ 借金をした in debt 2- 経済
□ 射程 range 1- 政治
□ 社内研修 on-the-job training /  3- 生活
 on-the-job development [learning]
□ 社内調査委員会 internal investigative committee 2- 経済
□ 社務所 shrine office 3- 生活
□ 車両 vehicle 2- 経済
□ 車両自爆テロ car bombing 1- 政治
□ 車両自爆テロリスト car bomber 1- 政治
□ 車輪を出す gear down 2- 経済
□ 謝礼金 reward 4- 社会
□ 車列 column / convoy 1- 政治
□ ジャンクボンド junk bond 2- 経済
□ ジャングル jungle 4- 社会
□ シャンソン chanson 3- 生活
□ ジャンル genre 3- 生活
□ 州 state / province 1- 政治
□ 自由 liberty 1- 政治
□ 銃 gun 1- 政治
□ 周囲（の長さ） perimeter 4- 社会
□ 獣医学 veterinary medicine 3- 生活
□ 収益 earnings / proceeds / returns / gains 2- 経済
□ 収益性 profitability 2- 経済
□ 収益性の高い profitable 2- 経済
□ 収益性の低い unprofitable 2- 経済
□ 自由化 liberalization 1- 政治
□ 集会・結社の自由 freedom of assembly and association 1- 政治
□ 重過失 gross negligence 4- 社会
□ 自由化する（～を） liberalize 1- 政治
□ 習慣 habit 3- 生活
□ 週刊誌 weekly magazine 1- 政治
□ 習慣性のある addictive 5- 健康
□ 衆議院 the House of Representatives 1- 政治
□ 衆議院議員 member [the Chairman] of the House of  1- 政治
 Representatives
□ 州議会議員 state assembly member 1- 政治
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□ 銃器所有許可証 gun license 1- 政治
□ 周期的な periodical 4- 社会
□ 周期避妊法 rhythm method 5- 健康
□ 宗教 religion 3- 生活
□ 従業員 staff / employee 3- 生活
□ 従業員の業績に応じてボーナスに differentiate bonuses based on the 3- 生活
格差をつける performance of employees

□ 従業員の口座に給与を振込む transfer salaries to employees’ accounts 2- 経済
□ 従業員持ち株制度 employee stock ownership plan 2- 経済
□ 宗教学 religion / religious studies 3- 生活
□ 宗教指導者 religious leader 3- 生活
□ 宗教団体 religious organization [group] 3- 生活
□ 宗教的シンボル religious symbol 3- 生活
□ 宗教的シンボルを身につける wear religious symbols 3- 生活
□ 宗教の religious 3- 生活
□ 宗教法人 religious corporation 3- 生活
□ 宗教法人法 the Religious Corporation Law 1- 政治
□ 自由勤務時間制 flextime 3- 生活
□ 集計 tally 1- 政治
□ 自由経済 free economy 2- 経済
□ 襲撃 assault 4- 社会
□ 銃撃 gundown 1- 政治
 shooting 4- 社会
□ 襲撃者 assailant 4- 社会
□ 充血した目 bloodshot eyes 5- 健康
□ 重合 polymerization 3- 生活
□ 重合（体）の polymeric 3- 生活
□ 重合させる polymerize 3- 生活
□ 重合体 polymer 3- 生活
□ 重罪 felony 4- 社会
□ 重罪人 felon 4- 社会
□ 重罪の felonious 4- 社会
□ 重債務貧困国 heavily indebted poor country 1- 政治
□ 十字架 cross 3- 生活
□ 修士課程 master’s course / master’s program 3- 生活
□ 自由主義 liberalism 1- 政治
□ 自由主義者 liberalist 1- 政治
□ 自由主義の liberal 1- 政治

□ 収縮する contract 5- 健康
□ 収縮する（～まで） shrink to ... 2- 経済
□ 重傷 serious injury 5- 健康
□ 重症急性呼吸器症候群 severe acute respiratory syndrome  5- 健康
□ 就職活動 job hunting 3- 生活
□ 就職口 job offer 3- 生活
□ 就職試験 employment test 3- 生活
□ 就職難 job shortage 3- 生活
□ 就職面接 job interview 3- 生活
□ 就職率 hiring rate 3- 生活
□ 修士論文 master’s thesis 3- 生活
□ 囚人 prisoner / inmate 4- 社会
□ 終身刑 life imprisonment 4- 社会
□ 終身刑が下される be sentenced to life 4- 社会
□ 終身雇用 lifetime employment /  3- 生活
 lifelong [career-long] employment
□ ジュース juice 5- 健康
□ 重水素 heavy hydrogen 1- 政治
□ 修正 modification 1- 政治
□ 修正する（～を） correct / modify 1- 政治
□ 州政府 state government 1- 政治
□ 集積回路 integrated circuit 1- 政治
□ 自由先進党 the Liberty Forward Party 1- 政治
□ 住宅消費 housing investment 2- 経済
□ 住宅所有 home ownership 2- 経済
□ 住宅手当 housing benefit 3- 生活
□ 住宅都市開発省 the Department of Housing and Urban Development 1- 政治
□ 住宅都市開発長官 the Secretary of Housing and Urban Development 1- 政治
□ 住宅ローン金利 mortgage rate 2- 経済
□ 住宅ローン減税 tax cut for housing loans 2- 経済
□ 銃弾 bullet 1- 政治
□ 集団安全保障 collective security 1- 政治
□ 集団殺害 genocide 4- 社会
□ 集団食中毒 mass foodpoisoning 5- 健康
□ 集団訴訟 class action lawsuit 4- 社会
□ 集団的自衛権 right of collective self-defense 1- 政治
□ 州地方検事 state attorney 4- 社会
□ 集中（力） concentration 4- 社会
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□ 集中治療 intensive care 5- 健康
□ 集中治療室 intensive care unit 5- 健康
□ 集中力の喪失 loss of concentration 5- 健康
□ 充填する fill up [in] 1- 政治
□ 修道院に入る enter a monastery 3- 生活
□ 修道士 monk 3- 生活
□ 修道女 nun 3- 生活
□ 柔道整復師 judo-physiotherapist 5- 健康
□ シュードラ Shudra 1- 政治
□ 17 歳以下入場禁止 NC-17 (no one 17 and under admitted) 3- 生活
□ 柔軟性 flexibility / suppleness 5- 健康
□ 柔軟性のある flexible / supple 5- 健康
□ 十二指腸 duodenum 5- 健康
□ 十二指腸潰瘍 duodenal ulcer 5- 健康
□ 収入 income 3- 生活
□ 収入印紙 revenue stamp 2- 経済
□ 就任 inauguration 1- 政治
□ 就任演説 inaugural speech 1- 政治
□ 就任させる（～を） inaugurate 1- 政治
□ 就任式 inaugural ceremony 1- 政治
□ 就任する take office 1- 政治
□ 銃の所持登録 gun registration 1- 政治
□ 自由の女神（米国） the Statue of Liberty 2- 経済
□ 宗派 religious sect 3- 生活
□ 周波数 frequency 4- 社会
□ 重版 reprint 1- 政治
□ 重複立候補 dual candidacy 1- 政治
□ 重複立候補する run under dual candidacy 1- 政治
□ 秋分 autumnal equinox 4- 社会
□ 醜聞 scandal 4- 社会
□ 秋分の日 the Autumnal Equinox Day 3- 生活
□ 周辺事態法 the Contingency Law 1- 政治
□ 州法 state law 1- 政治
□ 重砲 heavy gun 1- 政治
□ 自由貿易 free trade 2- 経済
□ 自由貿易協定 free trade agreement 2- 経済
□ 銃砲規制法 the Brady Law 1- 政治
□ 銃砲刀剣類等取締法（銃刀法） the Firearm and Sword Control Law 1- 政治

□ 自由民主党（自民党） the Liberal Democratic Party of Japan /  1- 政治
 the Liberal Democrats
□ 住民税 residence tax / inhabitant tax 2- 経済
□ 住民投票 local referendum 1- 政治
□ 住民登録 resident registration 1- 政治
□ 住民票 certificate of residence 1- 政治
□ 重油 heavy oil 2- 経済
□ 重要資産 crown jewel 2- 経済
□ 収用する（～を） expropriate 1- 政治
□ 収容する（遺体を～） recover 4- 社会
□ 重要文化財 important cultural asset 3- 生活
□ 州立大学 state university / state-run university 3- 生活
□ 州立大学理事会 board of regents 3- 生活
□ 州立大学理事長 chairman of the board of regents 3- 生活
□ 縦列 column / convoy 1- 政治
□ 就労者 laborer 3- 生活
□ 週労働時間 workweek 3- 生活
□ 就労ビザ working visa 3- 生活
□ 収賄者 bribe-taker 4- 社会
□ 収賄する accept a bribe 4- 社会
□ 樹液 sap 4- 社会
□ 儒学者 Confucian scholar 3- 生活
□ 主観テスト subjective test 3- 生活
□ 酒気帯び運転 driving under the influence 4- 社会
□ 儒教［学］ Confucianism 3- 生活
□ 授業計画 syllabus 3- 生活
□ 授業助手 teaching assistant 3- 生活
□ 授業態度 classroom participation 3- 生活
□ 儒教徒 Confucian / Confucianist 3- 生活
□ 授業に出席する attend a class 3- 生活
□ 授業料 tuition 3- 生活
□ 授業料免除 tuition waiver 3- 生活
□ 授業料を納める pay tuition fees 3- 生活
□ 授業をさぼる cut a class 3- 生活
□ 祝賀（会） celebration 3- 生活
□ 祝賀パレード celebration parade 3- 生活
□ 縮小 shrinkage 4- 社会
□ 縮小する shrink 2- 経済
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□ 熟睡 deep [sound] sleep 5- 健康
□ 粛清 purge 1- 政治
□ 粛清者 purger 1- 政治
□ 宿題 homework 3- 生活
□ 宿題をする do homework 3- 生活
□ 宿泊客 guest 2- 経済
□ 宿泊施設 accommodation 2- 経済
□ 宿命 fate 3- 生活
□ 熟練工 skilled worker / artisan 3- 生活
□ 熟練した skilled 3- 生活
□ 熟練の技 expertise 2- 経済
□ 熟練労働者 skilled worker / artisan 3- 生活
□ 受刑者 convict / prisoner / inmate 4- 社会
□ 主権 sovereignty 1- 政治
□ 主権国（家） sovereign state 1- 政治
□ 主権在民 sovereignty of the people 1- 政治
□ 受験者 examinee 3- 生活
□ 受験申込者 applicant 3- 生活
□ 主権を移行する（～に） hand over [transfer] sovereignty to ... 1- 政治
□ 守護天使 guardian angel 3- 生活
□ 守護霊 guardian spirit 3- 生活
□ 手根管症候群 carpal tunnel syndrome 5- 健康
□ 取材 interview 1- 政治
□ 主催する（～を） host 1- 政治
□ 手術室 operation room 5- 健康
□ 手術を受ける（～の） have an operation for ... 5- 健康
□ 首相 premier / chancellor / the Prime Minister of Japan 1- 政治
□ 受賞式 prize ceremony 3- 生活
□ 主唱者 protagonist 1- 政治
□ 受賞者 prize winner / laureate 3- 生活
□ 首相補佐官 assistant to the prime minister 1- 政治
□ 主食用穀物自給率 staple-food cereal self-sufficiency rate 2- 経済
□ 受信料 viewing fee 1- 政治
□ 受精 fertilization / insemination 5- 健康
□ 酒税   liquor tax 2- 経済
□ 受精させる（～を） fertilize 5- 健康
□ 受精させる （人工～） inseminate 5- 健康
□ 受精卵 fertilized egg 5- 健康

□ 受託［信託］銀行 trust and banking company /  2- 経済
 trust and banking corporation
□ 受注する receive an order 2- 経済
□ 受注生産 on-order production / built-to-order manufacturing 2- 経済
□ 腫脹 swelling 5- 健康
□ 首長 emir 1- 政治
□ 首長国 emirate 1- 政治
□ 主張する（～と） assert / insist / maintain 1- 政治
□ 主張する（主権を～） claim 1- 政治
□ 出演 appearance 1- 政治
□ 出演者 cast 1- 政治
□ 出荷 shipment 2- 経済
□ 出火の原因 the cause of a fire 4- 社会
□ 出願書類 application 3- 生活
□ 出血 bleeding 5- 健康
□ 出血する bleed 5- 健康
□ 出産 birth 5- 健康
□ 出産する（～を） give birth to ... 5- 健康
□ 出資 capital subscription 2- 経済
□ 出資する provide capital 2- 経済
□ 出資する（～に） provide capital for ... 2- 経済
□ 出所する be released from prison 4- 社会
□ 出生させる deliver a baby 5- 健康
□ 出生証明書 birth certificate 5- 健康
□ 出生届け registration of a birth 1- 政治
□ 出生率 birth rate 5- 健康
□ 出生率低下 low [declining] birthrate 1- 政治
□ 出世階段 corporate ladder 3- 生活
□ 出席 attendance 3- 生活
□ 出世する get ahead 3- 生活
□ 出入国管理及び難民認定法 the Immigration-Control and  1- 政治
 Refugee-Recognition Law
□ 出馬 candidacy 1- 政治
□ 出発 departure 2- 経済
□ 出版 publication 1- 政治
□ 出版社 publisher 1- 政治
□ 出版する（～を） publish 1- 政治
□ 出版の自由 freedom of the press 1- 政治
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□ 出力 generating power 1- 政治
□ 首都 capital (city) 1- 政治
□ 首都移転 capital relocation 1- 政治
□ 首都機能 capital [central government] functions 1- 政治
□ 首都のはずれに住む live on the outskirts of the capital 4- 社会
□ 主任大道具係 key grip 3- 生活
□ ジュネーブ合意 the Geneva Accord 1- 政治
□ ジュネーブ条約 the Geneva Convention 1- 政治
□ 首脳声明 leaders’ statement 1- 政治
□ 首脳宣言 leaders’ declaration 1- 政治
□ 主犯 principal offender 4- 社会
□ 樹皮 bark 4- 社会
□ 守秘義務がある have a duty of confidentiality 4- 社会
□ 主砲 main [principal] gun 1- 政治
□ 趣味 hobby 3- 生活
□ 寿命 life span / lifetime 5- 健康
□ 呪文 spell 3- 生活
□ 主役 leading role 3- 生活
□ 主役を演じる play the leading role 3- 生活
□ 腫瘍 tumor 5- 健康
□ 需要 demand 2- 経済
□ 需要曲線 demand curve 2- 経済
□ 主要国首脳会議 summit 1- 政治
□ 主要指数 key index 2- 経済
□ 腫瘍専門医 oncologist 5- 健康
□ 受容体 receptor 5- 健康
□ 需要予測 demand forecasting [forecast] 2- 経済
□ 樹立する（政権を～） establish / institute 1- 政治
□ 手りゅう弾 (hand) grenade 1- 政治
□ 主力部隊 main unit 1- 政治
□ 手話 sign language 1- 政治
□ 手話で話す use [talk in] sign language 1- 政治
□ 順位を占める（～の） rank 1- 政治
□ 循環器系 circulatory system 5- 健康
□ 准看護師 licensed nurse 5- 健康
□ 春季賃金闘争（春闘） spring labor offensive  3- 生活
□ 准教授 associate professor / assistant professor 3- 生活
□ 準軍事組織 paramilitary 1- 政治

□ 巡航ミサイル cruise missile 1- 政治
□ 巡査 officer / police officer 4- 社会
□ 巡査長 master patrol officer 4- 社会
□ 巡査部長 sergeant 4- 社会
□ 巡視船 patrol boat 1- 政治
□ 遵守する（法律を～） observe / abide by ... / follow / honor / conform to 1- 政治
□ 准将〈海〉 commodore 1- 政治
□ 准将〈陸・空〉 brigadier general 1- 政治
□ 純損益 net profits and losses 2- 経済
□ 準備資金 reserve funds 2- 経済
□ 準備預金制度 reserve deposit requirement system 2- 経済
□ 春分 vernal equinox 4- 社会
□ 春分の日 the Vernal Equinox Day 3- 生活
□ 順法闘争 work-to-rule strike / work-to-rule protest 3- 生活
□ 純輸出（量） net exports 2- 経済
□ 巡洋艦 cruiser 1- 政治
□ 巡礼 pilgrimage 3- 生活
□ 巡礼する pilgrim 3- 生活
□ 巡礼に出かける（～へ） make a pilgrimage to ... 3- 生活
□ 準惑星 dwarf planet 4- 社会
□ ジョイントベンチャー joint venture 2- 経済
□ 省 province 1- 政治
□ 章 title 1- 政治
□ 賞 prize 3- 生活
□ 証（明）書 certificate 1- 政治
□ 少尉〈海〉 ensign 1- 政治
□ 少尉〈陸・空〉 second lieutenant 1- 政治
□ 小委員会 subcommittee / panel 1- 政治
□ 焼夷弾 fire [incendiary] bomb 1- 政治
□ 上院 upper house / nobles / the U.S. Senate /  1- 政治
 the House of Lords
□ 乗員 crew 2- 経済
□ 上院議員 Senator 1- 政治
□ 消化 digestion 5- 健康
□ 消火 fire extinguishing 4- 社会
□ しょうが ginger root 5- 健康
□ 商会 commercial firm 2- 経済
□ 傷害 bodily injury 4- 社会
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□ 障害 obstacle / stumbling block 1- 政治
 disorder 5- 健康
□ 生涯学習 lifelong learning 3- 生活
□ 生涯教育 lifelong education 3- 生活
□ 障害者 the disabled 1- 政治
□ 傷害保険 casualty insurance 3- 生活
□ 障害保険 disability insurance 3- 生活
□ 消化液 digestive juice [fluid] 5- 健康
□ 消化管 digestive canal 5- 健康
□ 消火器 fire extinguisher 4- 社会
□ 消化器官 digestive organs 5- 健康
□ 消化器系 digestive system 5- 健康
□ 商学 commerce 3- 生活
□ 商学科 department of commerce 3- 生活
□ 奨学金 scholarship 3- 生活
□ 奨学金を受ける receive scholarship 3- 生活
□ 奨学生 scholarship student 3- 生活
□ 小学生 elementary [primary] schoolchild 3- 生活
□ 消化酵素 digestive enzyme 5- 健康
□ 消化しにくい indigestible 5- 健康
□ 消化する（～を） digest 5- 健康
□ 消火する extinguish [put out] a fire 4- 社会
□ 消化腺 peptic gland 5- 健康
□ 消火栓 fire hydrant 4- 社会
□ 消化促進薬 digestive aid 5- 健康
□ 松果体（腺） pineal gland 5- 健康
□ 小学校 grade school / elementary school / primary school 3- 生活
□ 消火にあたる fight the blaze 4- 社会
□ 消化のよい digestible 5- 健康
□ 消化不良 indigestion 5- 健康
□ 消化不良の indigestive 5- 健康
□ 召喚状 subpoena 4- 社会
□ 小艦隊 squadron / flotilla 1- 政治
□ 笑気ガス laughing gas 5- 健康
□ 試用期間（採用者の） trial period / probation period 3- 生活
□ 蒸気機関車 steam locomotive 2- 経済
□ 蒸気船 steamship / steamboat 2- 経済
□ 蒸気タービン steam turbine 3- 生活

□ 将棋倒しになる stampede 4- 社会
□ 小規模の small-scale 1- 政治
□ 焼却 incineration 4- 社会
□ 乗客 passenger 2- 経済
□ 焼却する（～を） incinerate 4- 社会
□ 焼却場所 incineration site 4- 社会
□ 乗客名簿 passenger manifest 2- 経済
□ 昇給 pay raise / pay hike 3- 生活
□ 上級管理職 executive / top management 2- 経済
□ 上級顧問 senior adviser 2- 経済
□ 上級司令官 senior commander 1- 政治
□ 商業銀行 commercial bank 2- 経済
□ 商業港 commercial port 4- 社会
□ 商業主義 commercialism 2- 経済
□ 状況証拠 circumstantial evidence 4- 社会
□ 商業の中心地 commercial center 1- 政治
□ 商業捕鯨 commercial whaling 1- 政治
 commercial whale hunting 2- 経済
□ 商業捕鯨モラトリアム the Moratorium of Commercial Whaling 2- 経済
□ 常勤講師 full-time lecturer 3- 生活
□ 常勤職 full-time job 3- 生活
□ 常勤する work full-time 3- 生活
□ 常勤労働者 full-time worker 3- 生活
□ 将軍 general 1- 政治
□ 衝撃 impact 5- 健康
□ 衝撃波 shock wave 4- 社会
□ 上下する fluctuate 2- 経済
□ 証券 bond 2- 経済
□ 証言 testimony 4- 社会
□ 証券会社 securities company 2- 経済
□ 証券市場 securities market 2- 経済
□ 証言する testify 4- 社会
□ 条件付き雇用 conditional employment 3- 生活
□ 証券取引委員会 the Securities and Exchange Commission 2- 経済
□ 証言免責 testimonial immunity 4- 社会
□ 礁湖 lagoon 4- 社会
□ 証拠 evidence 4- 社会
□ 将校 officer 1- 政治



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—64—

□ 条項 provision 1- 政治
□ 症候群 syndrome 5- 健康
□ 上行結腸 ascending colon 5- 健康
□ 上告 final appeal 4- 社会
□ 証拠物件 evidential material 4- 社会
□ 証拠を隠滅する destroy (the) evidence 4- 社会
□ 少佐〈海〉 lieutenant commander 1- 政治
□ 少佐〈陸・空〉 major 1- 政治
□ 錠剤 tablet 5- 健康
□ 詳細を調べる（～の） investigate details of ... 4- 社会
□ 硝酸 sulfuric acid 4- 社会
 nitric acid 5- 健康
□ 賞賛する（～を） acclaim / praise 1- 政治
□ 少子化 low [declining] birthrate 1- 政治
□ 商事会社 commercial firm 2- 経済
□ 常識 common sense 3- 生活
□ 焼死する be burned to death 4- 社会
□ 商社 trading firm 2- 経済
□ 照射する irradiate 5- 健康
□ 召集する（～を） convene 1- 政治
□ 常習的欠勤 absenteeism 3- 生活
□ 症状 symptom 5- 健康
□ 小乗［南方］仏教 the Hinayana Buddhism /  3- 生活
 Theravada [Southern] Buddhism
□ 少将〈海〉 rear admiral 1- 政治
□ 少将〈陸・空〉 major general 1- 政治
□ 上場株 listed stock 2- 経済
□ 上場企業 listed company 2- 経済
□ 上場基準（株式の） listing requirements 2- 経済
□ 上昇気流 updraft / ascending air current 4- 社会
□ 情状酌量の余地 extenuating circumstances 4- 社会
□ 小乗仏教徒 Hinayanist 3- 生活
□ 情状を酌量して（～の） in extenuation of ... 4- 社会
□ 昇進 promotion 3- 生活
□ 昇進する promote 3- 生活
□ 少数民族 ethnic minority 1- 政治
□ 上手な skillful 3- 生活
□ 使用済み核燃料 used nuclear fuel 3- 生活

□ 使用済み核燃料棒 spent nuclear fuel rod 3- 生活
□ 小選挙区 single-seat constituency 1- 政治
□ 小選挙区比例代表並立制 combination of single-seat constituencies  1- 政治
 and proportional representation
□ 小戦闘 skirmish 1- 政治
□ 上訴 appeal 4- 社会
□ 肖像画 portrait 2- 経済
□ 肖像権 right of portrait 1- 政治
□ 醸造酒 fermented alcoholic beverage 5- 健康
□ 上訴裁判所 court of appeal 4- 社会
□ 勝訴する win a lawsuit 4- 社会
□ 上訴する（～に対して） file [make] an appeal against ... 4- 社会
□ 上訴を棄却する dismiss an appeal 4- 社会
□ 小隊 platoon 1- 政治
□ 招待客 guest 2- 経済
□ 商談 business negotiation / business talk 2- 経済
□ 焼酎 distilled spirits 5- 健康
□ 情緒安定性 emotional stability 5- 健康
□ 小腸 small intestine 5- 健康
□ 象徴 landmark 2- 経済
□ 情緒障害 emotional disorder 5- 健康
□ 情緒不安定 emotional instability 5- 健康
□ 小テスト quiz 3- 生活
□ 衝動的な impulsive 5- 健康
□ 消毒 disinfection 5- 健康
□ 消毒（殺菌）する（～を） disinfect 5- 健康
□ 消毒液 antiseptic solution / disinfectant 5- 健康
□ 消毒薬 disinfectant 5- 健康
□ 衝突 clash / conflict 1- 政治
 collision 4- 社会
□ 衝突する collide 5- 健康
□ 衝突防止姿勢 brace position 2- 経済
□ 小児科医 pediatrician 5- 健康
□ 小児病棟 pediatric ward 5- 健康
□ 承認 recognition / approval 1- 政治
□ 証人 witness 4- 社会
□ 証人尋問 cross-examination of a witness 4- 社会
□ 承認する（～を） approve 1- 政治
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□ 承認する（Aを Bとして～） recognize A as B 1- 政治
□ 承認する（主権を～） acknowledge 1- 政治
□ 証人保護プログラム the Witness Protection Program 4- 社会
□ 常任理事国 permanent member 1- 政治
□ 少年院 reformatory 4- 社会
□ 少年法 the Juvenile Law 1- 政治
□ 小脳 cerebellum 5- 健康
□ 蒸発 evaporation 2- 経済
□ 蒸発させる（～を） evaporate 2- 経済
□ 小波乱 flurry 1- 政治
□ 上半身 upper body 5- 健康
□ 消費 consumption 2- 経済
□ 上皮 epithelium 5- 健康
□ 消費者 consumer 2- 経済
□ 消費者支出 consumer spending 2- 経済
□ 消費者信頼感 consumer confidence [sentiment] 2- 経済
□ 消費者団体 consumers’ association 2- 経済
□ 消費者物価 consumer price 2- 経済
□ 消費者物価指数 consumer price index 2- 経済
□ 消費者保護 consumer protection 2- 経済
□ 消費する（～を） consume 2- 経済
□ 消費税 consumption tax 2- 経済
□ 消費パターン spending pattern 2- 経済
□ 商標 trademark 2- 経済
□ 商品計画 merchandising 2- 経済
□ 商品券 gift certificate 1- 政治
□ 商品混合 product mix 2- 経済
□ 商品コンセプト product concept 2- 経済
□ 商品市場 commodity market 2- 経済
□ 商品の差別化 product differentiation 2- 経済
□ 商品ライフサイクル product life cycle 2- 経済
□ 商品ラインナップ line-up 2- 経済
□ 譲歩 concession 1- 政治
□ 商法 the Commercial Law [Code] 1- 政治
□ 情報 information 3- 生活
□ 情報インフラ telecommunications infrastructure 3- 生活
□ 消防訓練 fire drill 4- 社会
□ 情報公開法 the Freedom of Information Law 1- 政治

□ 消防士 firefighter 4- 社会
□ 消防車 fire truck 4- 社会
□ 情報弱者 information have-nots 3- 生活
□ 消防署 fire department 4- 社会
□ 小法廷 the Petty Bench 4- 社会
□ 情報提供者 informant / informer 4- 社会
□ 情報リテラシー information literacy 3- 生活
□ 譲歩する concede 1- 政治
□ 正味現在価値 net present value 2- 経済
□ 静脈 vein 5- 健康
□ 静脈注射 intravenous injection 5- 健康
□ 商務省 the Department of Commerce /  1- 政治
 the Commerce Department
□ 商務長官 the Secretary of Commerce 1- 政治
□ 常務取締役 managing director 2- 経済
□ 証明書 license 1- 政治
□ 照明弾 flare 1- 政治
□ 消滅する vanish 1- 政治
□ 正面衝突 head-on collision 4- 社会
□ 正面衝突する（～と） collide head-on to ... 4- 社会
□ 条約 treaty / pact / convention 1- 政治
□ 条約を締結する conclude a treaty / seal a pact 1- 政治
□ 条約を破棄する nullify a treaty 1- 政治
□ 条約を破る renege on a treaty 1- 政治
□ 賞与 bonus 3- 生活
□ 将来の教師 would-be teacher 3- 生活
□ 勝利 victory 1- 政治
□ 上流 upper reaches 4- 社会
□ 蒸留 distillation 5- 健康
□ 蒸留酒 spirits 5- 健康
□ 蒸留水 distilled water 4- 社会
□ 蒸留する（～を） distill 5- 健康
□ 省令 ministerial decree [ordinance] 1- 政治
□ 条例 ordinance 1- 政治
□ 奨励金 incentive 3- 生活
□ 常連客 regular (customer) 2- 経済
□ 小惑星 asteroid 4- 社会
□ 昭和の日 the Showa Day 3- 生活
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□ 上腕 upper arm 5- 健康
□ 上腕三頭筋 triceps brachii 5- 健康
□ 上腕二頭筋 biceps brachii 5- 健康
□ 助演 supporting role 3- 生活
□ 女王 queen 1- 政治
□ 書画 calligraphic works 3- 生活
□ 助監督 assistant director 3- 生活
□ 書記官 secretary 1- 政治
□ 初期症状 early symptom 1- 政治
□ 助教 instructor 3- 生活
□ 除去する（～を） sweep 1- 政治
 clean up ... 4- 社会
□ 職員 functionary 1- 政治
□ 職業 occupation 3- 生活
□ 職業訓練校 job-training school 3- 生活
□ 職業資格 professional qualifications 3- 生活
□ 職業能力 employability 3- 生活
□ 職業能力のスキルを高める develop employability skills 3- 生活
□ 職業病 occupational disease 3- 生活
□ 食事の dietary 5- 健康
□ 食習慣 dietary habit 5- 健康
□ 植樹祭 tree-planting ceremony / the Arbor Day 4- 社会
□ 植樹する plant a tree 4- 社会
□ 植樹の日 the Arbor Day 4- 社会
□ 食事療法 diet 5- 健康
□ 植生 vegetation 4- 社会
□ 嘱託殺人 murder at the victim’s request 4- 社会
□ 食中毒 food poisoning 5- 健康
□ 食道 esophagus 5- 健康
□ 食道がん esophagus cancer 5- 健康
□ 職人 artisan 3- 生活
□ 職能 professional skills 3- 生活
□ 職場暴力 workplace violence 4- 社会
□ 食費 food expenses 3- 生活
□ 食品安全 food safety 5- 健康
□ 食品医薬品局 the Food and Drug Administration 1- 政治
□ 食品消費における自己責任法 the Cheeseburger Act 1- 政治
□ 食品添加物 food additive 5- 健康

□ 植物状態 vegetative state 5- 健康
□ 植物状態になる be left in a vegetative state 5- 健康
□ 植物性タンパク質 vegetable protein 5- 健康
□ 植民地 colony 1- 政治
□ 植民地化 colonization 1- 政治
□ 植民地支配 colonial rule 1- 政治
□ 植民地主義 colonialism 1- 政治
□ 植民地にする（～を） colonize 1- 政治
□ 植民地を作る build [found / establish / plant] a colony 1- 政治
□ 職務内容説明書 job description 3- 生活
□ 職務満足 job satisfaction 3- 生活
□ 植毛 hair transplant 5- 健康
□ 食物繊維 dietary fiber 5- 健康
□ 食用油 cooking oil 4- 社会
□ 食用農産物統合自給率 food-use agricultural products general  2- 経済
 sufficiency rate
□ 食欲 appetite 5- 健康
□ 食欲増進剤 appetite stimulant 5- 健康
□ 食欲の減退 decreased appetite 5- 健康
□ 食欲不振 loss of appetite 5- 健康
□ 食欲抑制剤 appetite suppressant 5- 健康
□ 食欲を抑制する suppress appetite 5- 健康
□ 食糧援助 food aid 1- 政治
□ 食糧危機 food crisis 1- 政治
□ 食料雑貨店 grocery / grocery store 2- 経済
□ 食料自給率 food self-sufficiency rate 2- 経済
□ 食糧難 food shortage 1- 政治
□ 食糧農業機関 the Food and Agriculture Organization 1- 政治
□ 植林 forestation / tree-planting 4- 社会
□ 叙勲 decoration 3- 生活
□ 諸経費 overhead / overhead expenses 2- 経済
□ 助言者 mentor 2- 経済
□ 助産師 midwife 5- 健康
□ 初診患者 first-time patient 5- 健康
□ 所信表明演説 policy [general] address 1- 政治
□ 所信表明演説を行う deliver a policy address 1- 政治
□ 女性恐怖症 gynephobia 5- 健康
□ 女性コメディアン comedienne 3- 生活
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□ 女性同性愛者 lesbian 5- 健康
□ 女性ホルモン female hormone 5- 健康
□ 女性問題相 the Minster for Woman’s Affairs 1- 政治
□ 除籍 expulsion 3- 生活
□ 除籍する（～を） expel 3- 生活
□ 除雪作業 snow-removal work 4- 社会
□ 除雪車 snowplow 4- 社会
□ 除雪する remove snow 4- 社会
□ 除草剤 herbicide 4- 社会
□ 除草する weed 4- 社会
□ 除隊になる be discharged from the military 1- 政治
□ 処置室 treatment room 5- 健康
□ ショッパーテインメント shoppertainment 3- 生活
□ 書道 calligraphy 3- 生活
□ 所得 income 3- 生活
□ 所得申告 income declaration 2- 経済
□ 所得税 income tax 2- 経済
□ 所得税法 the Income Tax Law 1- 政治
□ 初任給 starting salary 3- 生活
□ 初犯 first offense 4- 社会
□ ショパン（ポーランド） Chopin 3- 生活
□ 初犯者 first offender 4- 社会
□ 書評 book review 1- 政治
□ ジョブシェアリング job sharing / work sharing 3- 生活
□ 処方する（～を） prescribe 5- 健康
□ 処方せん prescription 5- 健康
□ 処方薬 prescription drug 5- 健康
□ 徐脈 bradycardia 5- 健康
□ 署名入りの証書 singed certificate 1- 政治
□ 署名のない証書 unsigned certificate 1- 政治
□ 女優 actress 3- 生活
□ 処理する（～を） dispose of ... 4- 社会
□ 書類送検 sending a police report to the prosecutor /  4- 社会
 sending the police report to the prosecutor’s officer 
□ 地雷 land mine 1- 政治
□ 地雷［機雷］除去 minesweeping 1- 政治
□ 地雷［機雷］原 minefield 1- 政治
□ 地雷探知機 mine detector 1- 政治

□ 地雷を一掃する eradicate mines 1- 政治
□ 地雷を撤去する remove mines 1- 政治
□ シラカバ Japanese white birch 4- 社会
□ 白神山地 the Shirakami Mountain Range 3- 生活
□ シラバス syllabus 3- 生活
□ シラミ lice 5- 健康
□ 尻 hips / buttocks / bottom / rear / behind 5- 健康
□ シリコンの注入 silicon injection 5- 健康
□ シリコンバレー Silicon Valley 3- 生活
□ 私立学校 private school 3- 生活
□ 自律神経 autonomic nerve 5- 健康
□ 自律神経系 autonomous [the autonomic] nervous system 5- 健康
□ 自律神経失調症 autonomic imbalance 5- 健康
□ 自律的景気回復 self-sustaining recovery 2- 経済
□ 視力 eyesight / vision 5- 健康
□ 視力が回復する recover one’s eyesight 5- 健康
□ 視力がよい have good eyesight 5- 健康
□ 視力が悪い have poor eyesight 5- 健康
□ 視力検査を受ける have one’s eyesight checked 5- 健康
□ 視力測定装置 optometer 5- 健康
□ 視力を失う lose one’s eyesight 5- 健康
□ 知る権利 right to know 1- 政治
□ 司令官 commander 1- 政治
□ 白い肌 fair skin 5- 健康
□ 白い斑点 white spot 4- 社会
□ シロクマ polar bear 3- 生活
□ シロップ剤 syrup 5- 健康
□ 白ワイン white wine 5- 健康
□ しわ wrinkle 5- 健康
□ 仕分けプログラム filtering program 3- 生活
□ ジン gin 5- 健康
□ 人員削減 job cut 3- 生活
□ 人員保護 personal protection 1- 政治
□ 人員募集 recruitment 3- 生活
□ 腎炎 nephritis 5- 健康
□ 新会社を設立する launch [set up] a new company 2- 経済
□ 侵害する（～を（著作権など）） infringe 4- 社会
□ 新華社通信 the Xinhua News Agency 1- 政治
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□ 新幹線 bullet train 2- 経済
□ 審議 deliberation 1- 政治
□ 新規株式公開 initial public offering 2- 経済
□ 審議する deliberate 1- 政治
□ 信教の自由 freedom of religion 1- 政治
□ 蜃気楼 mirage 4- 社会
□ 心筋 cardiac muscle 5- 健康
□ シンクタンク think tank 2- 経済
□ シングルペアレント single parent 3- 生活
□ シングルルーム single room 2- 経済
□ 神経 nerve 5- 健康
□ 神経剤 nerve agent 1- 政治
□ 神経細胞 neuron / nerve cell 5- 健康
□ 神経症 neurosis 5- 健康
□ 神経衰弱 nervous breakdown 5- 健康
□ 神経痛 neuralgia 5- 健康
□ 神経伝達物質 neurotransmitter 5- 健康
□ 神経の nervous 5- 健康
□ 神経麻痺 neuroparalysis 5- 健康
□ 腎結石 kidney stone / renal calculus 5- 健康
□ 人権 human rights 1- 政治
□ 人権外交 human rights diplomacy 1- 政治
□ 人権侵害 human rights violation 1- 政治
□ 震源地 epicenter 4- 社会
□ 人権擁護活動家 human rights activist 1- 政治
□ 人権擁護団体 human rights group 1- 政治
□ 信号 traffic light 2- 経済
□ 信仰（心） faith 3- 生活
□ 人工衛星 artificial satellite 4- 社会
□ 人工甘味料 artificial sweetener 5- 健康
□ 新興企業 fledgling firm / infant 2- 経済
□ 人工湖 artificial lake 4- 社会
□ 新興工業経済地域 the Newly Industrializing Economies 1- 政治
□ 人工肛門 stoma / artificial anus 5- 健康
□ 人工呼吸を施す give artificial [mouth-to-mouth] respiration 5- 健康
□ 人工受精 artificial insemination 5- 健康
□ 人工着色料 artificial color 5- 健康
□ 人工調味料 artificial flavor 5- 健康

□ 人工透析 dialysis 5- 健康
□ 人工透析を受ける take dialysis 5- 健康
□ 人工妊娠中絶 abortion 5- 健康
□ 人工妊娠中絶に反対の pro-life 5- 健康
□ 人工妊娠中絶を容認する pro-choice 5- 健康
□ 人工の artificial 4- 社会
□ 人工微生物 artificial microorganism 3- 生活
□ 人口ピラミッド population pyramid 1- 政治
□ 人工保存料 food preservative 5- 健康
□ 信号無視 disregarding of traffic signal 4- 社会
□ 信号を無視する（車が） run a red light 4- 社会
□ 信号を無視する（歩行者が） jaywalk / walk for a red light 4- 社会
□ 深刻な serious 5- 健康
□ 人材 human resources 2- 経済
□ 人材スカウト headhunting 3- 生活
□ 人材スカウト係 headhunter 3- 生活
□ 震災に遭った quake-hit 4- 社会
□ 人材派遣会社 temporary staffing agency 2- 経済
□ 診察室 examination room 5- 健康
□ 人事 personnel 2- 経済
□ 人事院 the National Personnel Authority 1- 政治
□ 信じ難い implausible 1- 政治
□ 人事管理 personnel management 2- 経済
□ 真実を述べる tell the truth 4- 社会
□ 人事部 personnel department 2- 経済
□ 新車 brandnew car 2- 経済
□ 信者 follower 3- 生活
□ 神社 Shinto shrine 3- 生活
□ 人種 race 1- 政治
□ 人種差別 racism / racial discrimination 1- 政治
□ 人種差別主義者 racist 1- 政治
□ 人種差別に起因する殺人 racial killing 1- 政治
□ 人種差別発言 racial slur 1- 政治
□ 人種的憎悪 racial hatred 1- 政治
□ 人種的偏見 racial bias [prejudice] 1- 政治
□ 親書 personal letter 1- 政治
□ 侵食 encroachment 4- 社会
□ 心神耗弱 feeble-mindedness 4- 社会
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□ 心身症 psychosomatic disease / psychosomatic disorder 5- 健康
□ 心神喪失状態にある non compos mentis 4- 社会
□ 心身ともに健康な (both) physically and mentally healthy 5- 健康
□ 人身売買 human trafficking 4- 社会
□ 信心深い religious / pious 3- 生活
□ 人身密輸 people smuggling 4- 社会
□ 浸水 submergence / inundation 4- 社会
□ 浸水［水没］する submerge 4- 社会
□ 浸水した soaked 4- 社会
□ 新星 nova 4- 社会
□ 人生で真の天職を見出す find one’s true vocation in life 3- 生活
□ 真正糖尿病 diabetes mellitus 5- 健康
□ 新生物兵器 new biological weapon 1- 政治
□ 神聖を汚す sacrilegious 3- 生活
□ 親善大使 goodwill ambassador 1- 政治
□ 新鮮な牛乳 fresh milk 5- 健康
□ 心臓 heart 5- 健康
□ 心臓医 cardiologist 5- 健康
□ 心臓移植 heart transplant 5- 健康
□ 腎臓移植 kidney transplant 5- 健康
□ 腎臓結石 renal calculus 5- 健康
□ 人造湖 artificial lake 4- 社会
□ 心臓の cardiac 5- 健康
□ 心臓肥大 cardiac hypertrophy 5- 健康
□ 心臓病 heart disease 5- 健康
□ 心臓ペースメーカー pacemaker 5- 健康
□ 心臓発作 heart attack 5- 健康
□ 心臓マッサージを行う do (a) heart massage 5- 健康
□ 寝台車 sleeping car 2- 経済
□ 身体障害者保護費 assistance expenditure for physically  1- 政治
 disabled person
□ 身体的虐待 physical abuse 4- 社会
□ 信託銀行 trust bank 2- 経済
□ 信託統治 trusteeship 1- 政治
□ 信託統治地域管理国 trustee 1- 政治
□ 診断 diagnosis 5- 健康
□ 診断する（Aは Bであると～） diagnose A as B 5- 健康
□ 進駐軍 occupation army 1- 政治

□ 身長 height 5- 健康
□ 慎重な cautious / careful / prudent / delicate 1- 政治
□ 身長を計る measure one’s height 5- 健康
□ 新陳代謝 metabolism 5- 健康
□ 新陳代謝する（～を） metabolize 5- 健康
□ 陣痛 labor pains 5- 健康
□ 心停止 cardiac arrest 5- 健康
□ 心的外傷 trauma 5- 健康
□ 心的外傷後ストレス障害 post-traumatic stress disorder  5- 健康
□ 心的外傷性の traumatic 5- 健康
□ 人的資源 human resources 2- 経済
□ 人的被害 human damage 4- 社会
□ 心電図 electrocardiogram 5- 健康
□ 震度 seismic intensity 4- 社会
□ 神道 Shintoism / Shinto 3- 生活
□ 振動 vibration 5- 健康
□ 浸透圧 osmotic pressure 5- 健康
□ 人道援助 humanitarian aid 1- 政治
□ 新党改革 the New Party for Reform 1- 政治
□ 振動計 vibrograph / vibrometer / vibroscope 4- 社会
□ 振動公害 vibration pollution 4- 社会
□ 人道支援活動 humanitarian mission 1- 政治
□ 人道支援資金 humanitarian fund 1- 政治
□ 神道信者 Shintoist 3- 生活
□ 振動する vibrate 4- 社会
□ 新党大地 the New Party Daichi 1- 政治
□ 人道に対する罪 crime against humanity 1- 政治
□ 新党日本 the New Party Nippon 1- 政治
□ シンドローム syndrome 5- 健康
□ 心肺機能 cardiopulmonary function 5- 健康
□ 心肺蘇生術 cardio-pulmonary resuscitation 5- 健康
□ 心拍 heartbeat / cardiac beat 5- 健康
□ 深発地震 deep-focus earthquake 4- 社会
□ 真皮 dermis 5- 健康
□ 信憑性のない unreliable 1- 政治
□ 神父 father 3- 生活
□ 心不全 heart failure / cardiac failure [paralysis] 5- 健康
□ 腎不全 kidney failure / renal failure 5- 健康
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□ 新聞 newspaper / paper 1- 政治
□ 新聞社 newspaper company 1- 政治
□ 新兵訓練所〈海・海兵隊〉 boot camp 1- 政治
□ 進歩的な progressive 1- 政治
□ じんま疹 nettle rash / urticaria 5- 健康
□ 人民解放軍 the People’s Liberation Army 1- 政治
□ 人民元 yuan 2- 経済
□ 人命を奪う claim 4- 社会
□ 尋問する（～に） question 4- 社会
□ 新約聖書 the New Testament 3- 生活
□ 信用金庫 credit association / credit union 2- 経済
□ 信用組合 credit cooperative / credit union 2- 経済
□ 針葉樹 conifer 4- 社会
□ 信用リスク credit risk / default risk 2- 経済
□ 信頼性 reliability 1- 政治
□ 信頼性のある reliable 1- 政治
□ 心理学 psychology 3- 生活
□ 心理学者 psychologist 3- 生活
□ 心理言語学 psycholinguistics 3- 生活
□ 侵略戦争 war of aggression 1- 政治
□ 診療看護師 nurse practioner 5- 健康
□ 診療報酬 medical fee 5- 健康
□ 森林 forest 4- 社会
□ 森林伐採 deforestation 4- 社会
□ 森林保護 conservation of forest 4- 社会
□ 人類同胞主義 brotherhood 3- 生活
□ 神霊 divine spirit 3- 生活
□ 心霊主義 spiritualism 3- 生活
□ 進路自動調整装置 satellite navigation system  3- 生活
□ 進路阻止 interception 1- 政治
□ 進路を変える（～に） veer toward ... 2- 経済
□ 進路をはばむ（～の） intercept 1- 政治

す

□ 随意筋 voluntary muscle 5- 健康
□ スイート suite 2- 経済
□ すい液 pancreatic juice 5- 健康

□ すい液ホルモン pancreatic hormone 5- 健康
□ すい管 pancreatic duct 5- 健康
□ 水銀 mercury 4- 社会
□ 水銀中毒 mercury poisoning 4- 社会
□ 吸い込む（～を） inhale 4- 社会
□ 水彩画 watercolor 3- 生活
□ 水産学 fisheries 3- 生活
□ 水産庁 the Fisheries Agency 1- 政治
□ 水質汚染 water pollution 4- 社会
□ 水晶 crystal 2- 経済
□ 水晶占い crystal gazing 3- 生活
□ 水晶体 (crystalline) lens 5- 健康
□ 水深 depth of water 4- 社会
□ 水星 Mercury 4- 社会
□ 彗星 comet 4- 社会
□ 水素イオン hydrogen ion 5- 健康
□ 水素イオン濃度 pH level 4- 社会
□ すい臓 pancreas 5- 健康
□ すい臓がん pancreatic cancer 5- 健康
□ 水族館 aquarium 3- 生活
□ 水素爆弾 hydrogen bomb 1- 政治
□ 水中歩行 water walking 5- 健康
□ 垂直離着陸機 vertical take-off and landing aircraft 1- 政治
□ 水田 rice paddy 2- 経済
□ 水道 waterworks 2- 経済
□ 水道水 tap water 4- 社会
□ 水道設備 waterworks 2- 経済
□ 水痘・帯状疱疹ウイルス Varicella-zoster virus 5- 健康
□ 水難事故 drowning 4- 社会
□ 水分補給 water loading 5- 健康
□ 水兵 sailor / seaman 1- 政治
□ 水没 submergence / inundation 4- 社会
□ 睡眠 sleep 5- 健康
□ 睡眠が浅い have a light sleep 5- 健康
□ 睡眠恐怖症 hypnophobia 5- 健康
□ 睡眠時無呼吸症候群 sleep apnea syndrome 5- 健康
□ 睡眠障害 sleep disorder 5- 健康
□ 睡眠不足 lack of sleep 5- 健康
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□ 睡眠薬 sleeping drug / sleeping pill 5- 健康
□ 睡眠を妨げる interfere with sleep 5- 健康
□ 水薬 liquid medicine 5- 健康
□ 水陸両用高速船 Hovercraft / air-cushion vehicle 2- 経済
□ 推力 thrust 1- 政治
□ 水力発電 hydroelectric power generation 3- 生活
□ 水路 waterway 4- 社会
□ スウォット分析 SWOT analysis 2- 経済
□ 数学 mathematics 3- 生活
□ 数学者 mathematician 3- 生活
□ 枢機卿 cardinal 3- 生活
□ 数値目標 numerical targets 1- 政治
 numerical target 2- 経済
□ 数値目標を立てる set up numerical targets 1- 政治
□ スーパーマーケット（スーパー） supermarket 2- 経済
□ 崇拝 worship 3- 生活
□ 崇拝［巡礼］者 worshiper 3- 生活
□ スエズ運河 the Suez Canal 4- 社会
□ 頭蓋骨 skull 5- 健康
□ スカンジナビア半島 the Scandinavian Peninsula 4- 社会
□ スギ cedar 4- 社会
 Japanese cedar 5- 健康
□ ずきずきする throbbing 5- 健康
□ すきま gap / opening 5- 健康
□ スキャンダル scandal 4- 社会
□ スキャンダル誌 scandal sheet 1- 政治
□ スキル skill 3- 生活
□ スクープ scoop 1- 政治
□ スクランブル scramble 1- 政治
□ スクリーン screen 3- 生活
□ スクワット squat 5- 健康
□ すさまじい appalling 1- 政治
□ すす soot 4- 社会
□ すず tin 2- 経済
□ 涼しい cool 4- 社会
□ スター star 3- 生活
□ スターの座 stardom 3- 生活
□ スタイルがよい have a good figure 5- 健康

□ スタイルが悪い have a poor figure 5- 健康
□ スタウト stout 5- 健康
□ スタグフレーション stagflation 2- 経済
□ スタミナ stamina 5- 健康
□ スタント stunt 3- 生活
□ 頭痛 headache 5- 健康
□ 頭痛薬 cure for a headache 5- 健康
□ ステルス戦闘機 stealth fighter 1- 政治
□ ステルス戦闘爆撃機 stealth fighter-bomber 1- 政治
□ ステレオタイプ stereotype 5- 健康
□ ステロイド steroid 5- 健康
□ ストーカー stalker 4- 社会
□ ストーカー行為 stalking 4- 社会
□ ストックオプション stock option 2- 経済
□ ストライキ（スト） strike / walkout 3- 生活
□ ストレス stress 5- 健康
□ ストレスがたまった stressed 5- 健康
□ ストレスの多い stressful 5- 健康
□ ストレス要因 stressor 5- 健康
□ ストレスを解消する get rid of stress 5- 健康
□ ストレッチング stretching 5- 健康
□ ストを打つ go on strike 3- 生活
□ 砂 sand 4- 社会
□ 砂粒 grain of sand 4- 社会
□ 砂袋 sandbag 1- 政治
□ スニークプレビュー sneak preview 3- 生活
□ 頭脳労働者 white-collar worker 3- 生活
□ スパイ spy / agent 4- 社会
□ スパイウェア spyware 4- 社会
□ スパイ衛星 spy satellite 1- 政治
□ スパイ機 spy plane 1- 政治
□ スパイ行為 espionage 4- 社会
□ スパイ防止活動 counterintelligence 4- 社会
□ スパム spam / junk mail 3- 生活
□ スパムメール送信者 spammer 3- 生活
□ 素晴らしい terrific 3- 生活
□ スピーチ speech 3- 生活
□ スピード違反で捕まる be caught for speeding 4- 社会
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□ スピリッツ spirits 5- 健康
□ スピンオフ spin-off 2- 経済
□ スフィンクス sphinx 2- 経済
□ スプリットアップ split-up 2- 経済
□ スプリットオフ split-off 2- 経済
□ スプリングバンクホリデー the Spring Bank Holiday 3- 生活
□ スプリンクラー sprinkler 4- 社会
□ スプリンクラー装置 sprinkler system 4- 社会
□ スペースシャトル space shuttle 3- 生活
□ スポーツ記者 sportswriter 1- 政治
□ スポーツ放送 sportscast 1- 政治
□ スポンサー sponsor 1- 政治
□ スマート爆弾 smart bomb 1- 政治
□ スマートフォン smartphone 3- 生活
□ スモッグ smog 4- 社会
□ スモモの木 plum tree 4- 社会
□ すられる be pickpocketed 4- 社会
□ すり pickpocketing 4- 社会
□ 刷り print 1- 政治
□ すり傷 scrape / abrasion 5- 健康
□ スリップ skid 4- 社会
□ スリップした跡（車が） skid mark 4- 社会
□ スリップしてセンターラインを超える skid over the center line 4- 社会
□ すりむき（皮膚の～） abrasion 5- 健康
□ すりむく scrape 5- 健康
□ スリラー thriller 3- 生活
□ 鋭い痛み sharp pain 5- 健康
□ スルメ dried cuttlefish 5- 健康
□ スローフード slow food 5- 健康
□ スワット the Special Weapon and Tactics 4- 社会
□ スワップ（取引） swap / swap transaction 2- 経済
□ 座り込む sit-in 4- 社会
□ スンニ派 Sunni 3- 生活

せ

□ 税 tax 2- 経済
□ 精液 semen 5- 健康

□ 政界再編 political realignment 1- 政治
□ 税額控除 tax deduction / tax credit 2- 経済
□ 正確な accurate / precise 1- 政治
□ 正確な死者数を割り出す produce exact casualty figures 4- 社会
□ 生活習慣病 lifestyle-related illness 5- 健康
□ 生活水準 living standard / standard of living 3- 生活
□ 生活費 living cost [expenses] / cost of living 3- 生活
□ 生活必需品 daily necessities 3- 生活
□ 生活保護世帯 family on welfare [social security] 1- 政治
□ 生活保護費 livelihood assistance expenditure 1- 政治
□ 生活保護法 the Livelihood Protection Law 1- 政治
□ 精管 seminal duct 5- 健康
□ 正看護師 registered nurse 5- 健康
□ 精管切除 vasectomy 5- 健康
□ 性感染 sexual transmission 5- 健康
□ 性感染症 sexually transmitted disease  5- 健康
□ 性器 genitals 5- 健康
□ 正規軍 regular army 1- 政治
□ 性機能 sexual function [ability] 5- 健康
□ 性急な hasty 1- 政治
□ 請求明細書 invoice 2- 経済
□ 正教授 full professor / professor 3- 生活
□ 政教分離 separation of religion and politics 1- 政治
□ 税金逃れ tax avoidance 4- 社会
□ 聖金曜日 the Good Friday 3- 生活
□ 整形外科医 orthopedic surgeon 5- 健康
□ 生計を立てる make a living 3- 生活
□ 政権 administration / regime 1- 政治
□ 制限 restraint 1- 政治
□ 政権公約 manifesto 1- 政治
□ 政権公約を作成する draw up manifestos for the election 1- 政治
□ 制限する（～を） restrain 1- 政治
□ 制限速度 speed limit 4- 社会
□ 政権を担う run a government 1- 政治
□ 性交 sexual intercourse 5- 健康
□ 性行為の要求 request for sexual favors 4- 社会
□ 税控除になる tax deductible 2- 経済
□ 整骨医 osteopath 5- 健康
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□ 整骨院 osteopathic clinic 5- 健康
□ 正誤問題 error correction 3- 生活
□ 星座 constellation 4- 社会
□ 制裁 sanction 1- 政治
□ 制裁を解除する lift sanctions 1- 政治
□ 制裁を課す（～に） impose sanctions against ... 1- 政治
□ 政策 policy 1- 政治
□ 政策委員会 policy meeting 2- 経済
□ 制作者 producer 3- 生活
□ 制作総指揮者 executive producer 3- 生活
□ 性差に基づく医療 gender-specific medicine 5- 健康
□ 性差別 sexual discrimination / discrimination on sex 1- 政治
□ 性差別禁止法 the Sex Discrimination Act 1- 政治
□ 清算 liquidation 2- 経済
□ 生産 production 2- 経済
□ 青酸カリ cyanide 4- 社会
□ 生産管理 production control 2- 経済
□ 生産者 producer 2- 経済
□ 生産者物価 producer price 2- 経済
□ 生産者物価指数 producer price index 2- 経済
□ 生産する（～を） produce 2- 経済
□ 生産性 productivity 2- 経済
□ 生産的な productive 2- 経済
□ 生産能力 production capacity 2- 経済
□ 生産不足 underproduction 2- 経済
□ 精子 sperm 5- 健康
□ 政治 politics 1- 政治
□ 政治家 politician / statesman 1- 政治
□ 政治改革 political reform 1- 政治
□ 政治学 political science 3- 生活
□ 政治献金 political donation 1- 政治
□ 政治資金 political fund 1- 政治
□ 政治資金規制法 the Political Funds Control Law 1- 政治
□ 政治資金としてばらまく（～を） disperse ... as political funds 1- 政治
□ 政治資金パーティー fund-raising party 1- 政治
□ 静止した still 4- 社会
□ 静止視力 static visual acuity 5- 健康
□ 政治的空白 political vacuum 1- 政治

□ 政治的自由化 political liberalization 1- 政治
□ 政治的な political 1- 政治
□ 政治的に対立している（～と） have a political feud with ... 1- 政治
□ 政治的熱狂（興奮）状態 political furor 1- 政治
□ 政治的反目［対立］ political feud 1- 政治
□ 政治難民 political refugee 1- 政治
□ 政治の political 1- 政治
□ 政治の中心地 political center 1- 政治
□ 政治亡命を求める seek political asylum 1- 政治
□ 税収 tax revenues 2- 経済
□ 成熟市場 matured market 2- 経済
□ 成熟する mature / attain maturity / become full-grown 5- 健康
□ 聖書 the Holy Bible 3- 生活
□ 正常化する（～を） normalize 1- 政治
□ 性衝動 sexual urge [drive] 5- 健康
□ 生殖 reproduction 5- 健康
□ 生殖器系 reproductive system 5- 健康
□ 生殖機能 reproduction function 4- 社会
□ 聖職者 cleric / priest / clergyman / reverend 3- 生活
□ 政治歴 career in politics 3- 生活
□ 聖人 saint 3- 生活
□ 精神安定剤 tranquilizer 5- 健康
□ 精神科医 psychiatrist 5- 健康
□ 精神鑑定 psychiatric test / psychiatric evaluation 4- 社会
□ 精神疾患 mental disease / mental illness 5- 健康
□ 精神障害 mental disorder 5- 健康
□ 精神的虐待 psychological abuse 4- 社会
□ 精神的苦痛 mental pain 4- 社会
□ 精神的指導者 spiritual leader 3- 生活
□ 精神的に支える offer [give] moral support 1- 政治
□ 精神的疲労 mental fatigue 5- 健康
□ 精神の mental 5- 健康
□ 成人の日 the Coming-of-Age Day / the Adult’s Day 3- 生活
□ 精神病院 mental hospital 5- 健康
□ 税制改革 taxation reform 2- 経済
□ 精製所 refinery 2- 経済
□ 精製する（～を） refine 2- 経済
□ 精製品 refined product 2- 経済
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□ 成績 grade 3- 生活
□ 成績証明書 transcript 3- 生活
□ 成績評価平均値 grade point average 3- 生活
□ 成績をつける（最終） grade 3- 生活
□ 聖戦 holy war / jihad / jehad 1- 政治
□ 生鮮食料品 fresh food 5- 健康
□ 精巣 testis / spermary 5- 健康
□ 聖像 icon 2- 経済
□ 製造業 manufacturing 2- 経済
□ 製造業者 maker / manufacturer 2- 経済
□ 成層圏 stratosphere 4- 社会
□ 製造税 manufacturing tax 2- 経済
□ 製造物責任 product liability 2- 経済
□ 製造物責任法（PL法） the Product Liability Law 1- 政治
□ 生息地 habitat 4- 社会
□ 生存 survival 4- 社会
□ 生存者 survivor 4- 社会
□ 声帯 vocal cords 5- 健康
□ 生態学者 ecologist 4- 社会
□ 生態系 ecology / ecosystem 4- 社会
□ 生態上の ecological 4- 社会
□ 生体認識画像 biometric image 4- 社会
□ 生体認証 biometrics 4- 社会
□ 声帯模写 vocal mimicry / vocal impersonation 3- 生活
□ ぜいたくな lavish 3- 生活
□ 正断層 normal fault 4- 社会
□ 成長期 growth period 5- 健康
□ 整腸剤 intestinal medicine 5- 健康
□ 成長促進剤 growth promotant 5- 健康
□ 成長ホルモン growth hormone 5- 健康
□ 成長率 growth rate 2- 経済
□ 性的いやがらせ sexual harassment 4- 社会
□ 性的虐待 molesting / sexual abuse 4- 社会
□ 性的虐待者 molester 4- 社会
□ 性的搾取 sexual exploitation 4- 社会
□ 性的志向 sexual orientation 5- 健康
□ 性的衝動 libido 5- 健康
□ 性的同意年齢 age of consent  4- 社会

□ 性的な意図に基づく言動や行為 verbal or physical conduct of sexual nature 4- 社会
□ 性的に虐待する（～を） molest / sexually abuse ... 4- 社会
□ 性的不能 impotence 5- 健康
□ 性的不能の impotent 5- 健康
□ 性的変質者 pervert 4- 社会
□ 性的暴行 rape / sexual assault 4- 社会
□ 政敵を投獄する jail opponents 1- 政治
□ 聖典 scripture / sutra 3- 生活
□ 性転換 sex change 5- 健康
□ 性転換者 transsexual 5- 健康
□ 性転換手術 transsexual [sex change] operation 5- 健康
□ 性転換する change one’s sex 5- 健康
□ 静電気 static electricity 4- 社会
□ 晴天の sunny / clear / bright 4- 社会
□ 政党 political party 1- 政治
□ 性同一性 gender identity 5- 健康
□ 性同一性障害 gender identity disorder 5- 健康
□ 政党交付金 grants to political parties 1- 政治
□ 青年海外協力隊 the Japan Overseas Cooperation Volunteers 1- 政治
□ 性犯罪者 sex offender 4- 社会
□ 税引後所得 aftertax earnings 3- 生活
□ 税引前所得 pretax earnings 3- 生活
□ 税引前当期純利益 net income before taxes 2- 経済
□ 性病 venereal disease 5- 健康
□ 製品 product / merchandise 2- 経済
□ 製品群 product line 2- 経済
□ 製品保証書 product warranty 2- 経済
□ 政府 government 1- 政治
□ 政府開発援助 Official Development Assistance 1- 政治
□ 政府間協議 intergovernmental talks 1- 政治
□ 征服する（領土を～） conquer 1- 政治
□ 政府高官 high-ranking government official 1- 政治
□ 政府支出 government spending 2- 経済
□ 政府代表 head of government 1- 政治
□ 税負担 tax burden 2- 経済
□ 生物（学）的要因 biological factor 5- 健康
□ 生物医学研究 biomedical research 3- 生活
□ 生物化学 biochemistry 3- 生活
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□ 生物科学 bioscience 3- 生活
□ 生物学 biology 3- 生活
□ 生物学者 biologist 3- 生活
□ 生物学的な biological 3- 生活
□ 生物学的有害物質 biohazard 3- 生活
□ 生物危害をもたらすような biohazardous 4- 社会
□ 生物情報科学 bioinformatics 3- 生活
□ 生物戦争 biological warfare 1- 政治
□ 生物テロ攻撃 bioterror attack 1- 政治
□ 生物分解 biodegradation 4- 社会
□ 生物兵器 biological weapon 1- 政治
□ 生分解可能な biodegradable 4- 社会
□ 成文憲法 written constitution 1- 政治
□ 成文法 written law 1- 政治
□ 性別的類型 gender stereotype 5- 健康
□ 性ホルモン sex hormone 5- 健康
□ 精米 polished rice 5- 健康
□ 精密兵器 precision weapon 1- 政治
□ 整脈 regular pulse 5- 健康
□ 政務 political affairs 1- 政治
□ 声明（書） statement 1- 政治
□ 生命維持装置 life-support equipment 5- 健康
□ 生命情報工学 bioinformatics 3- 生活
□ 生命にかかわる life-threatening 5- 健康
□ 姓名判断 onomancy 3- 生活
□ 生命保険 life insurance 3- 生活
□ 生命保険料控除 deduction for life insurance premiums 2- 経済
□ 生命倫理 bioethics 5- 健康
□ 声紋 voiceprint 4- 社会
□ 声門 glottis 5- 健康
□ 誓約 pledge / commitment 1- 政治
□ 誓約している（～すると） be committed to ... 1- 政治
□ 声優 voice actor [actress] 3- 生活
□ 西洋医学 western [conventional] medicine 5- 健康
□ 性欲 sexual desire [drive] 5- 健康
□ 性欲を抑える repress one’s sexual desire 5- 健康
□ 性欲を満足させる satisfy one’s sexual desire [drive] 5- 健康
□ 生理 period 5- 健康

□ 生理がある have one’s period 5- 健康
□ 生理学 physiology 3- 生活
□ 生理がない miss one’s period 5- 健康
□ 税理士 licensed tax accountant 3- 生活
□ 生理時に at the period of menstruation 5- 健康
□ 税率 tax rate 2- 経済
□ 勢力 force 1- 政治
□ 精力 sexual stamina 5- 健康
□ 精力減退 decline of vigor 4- 社会
□ 政令 government decree [ordinance] 1- 政治
□ 聖霊 the Holy Spirit 3- 生活
□ 政令指定都市 cabinet ordinance designed city 1- 政治
□ セーフガード safeguard 2- 経済
□ セールスポイント selling point 2- 経済
□ 世界遺産条約 the World Heritage Convention 3- 生活
□ 世界遺産として登録する（～を） designate ... as a world heritage 3- 生活
□ 世界規模のテロ行為 global terrorism 1- 政治
□ 世界銀行 the World Bank 2- 経済
□ 世界自然遺産 world natural heritage 3- 生活
□ 世界人権宣言 the Universal Declaration of Human Rights 1- 政治
□ 世界的流行 pandemic 5- 健康
□ 世界文化遺産 world cultural heritage 3- 生活
□ 世界貿易機構 the World Trade Organization 1- 政治
□ 世界保健機関 the World Health Organization 1- 政治
□ 背が高い tall 5- 健康
□ 背が低い short 5- 健康
□ セカンドオピニオン second opinion 5- 健康
□ 咳 cough / coughing 5- 健康
□ 積雲 cumulus 4- 社会
□ 赤外線 infrared rays 4- 社会
□ 赤外線カメラ infrared camera 4- 社会
□ 赤外線写真 infrared photograph 4- 社会
□ 赤外線遮断ガラス infrared filter window 3- 生活
□ 赤外線誘導ミサイル infrared-guided missile 1- 政治
□ 赤外線療法 infrared therapy 5- 健康
□ 積載 embarkation 2- 経済
□ 積雪 snow depth 4- 社会
□ 石炭 coal 2- 経済
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□ 脊椎骨矯正法 chiropractic 5- 健康
□ 脊椎動物 vertebrate animal 5- 健康
□ 赤道 the equator 4- 社会
□ 赤道直下の equatorial 4- 社会
□ せき止め cough medicine 5- 健康
□ 積分学 integral calculus 3- 生活
□ 石油 petroleum / oil 2- 経済
□ 石油に恵まれた国 oil-rich nation 2- 経済
□ 石油備蓄 petroleum stock 2- 経済
□ 石油備蓄 oil stockpile 3- 生活
□ 石油輸出国機構 the Organization of the Petroleum Exporting 1- 政治
 Countries
□ 積乱雲 cumulonimbus 4- 社会
□ 赤痢 dysentery 5- 健康
□ セクショナリズム sectionalism 1- 政治
□ セクハラ sexual harassment 4- 社会
□ 世間をわかせる sensational 1- 政治
□ セサミン sesamin 5- 健康
□ セ［摂］氏 Celsius / centigrade 4- 社会
□ 世俗化 secularization 3- 生活
□ 世俗的な secular 3- 生活
□ 絶縁 insulation 4- 社会
□ 舌炎 glossitis 5- 健康
□ 絶縁する insulate 4- 社会
□ 絶縁体 insulator 3- 生活
□ 絶縁油 insulating oil 4- 社会
□ 石灰化 calcification 5- 健康
□ 石灰化する calcify 5- 健康
□ 石灰質の calcareous 4- 社会
□ 石器 stone tool 2- 経済
□ 説教 preach / sermon 3- 生活
□ 説教する人 preacher 3- 生活
□ 説教をする give a sermon 3- 生活
□ 積極的差別是正措置 affirmative action 1- 政治
□ 積極的な aggressive 1- 政治
□ 積極的なマーケティング活動 aggressive marketing 2- 経済
□ セックス恐怖症 coitophobia 5- 健康
□ セックスする（～と） sleep [have sex / make love] with ... 5- 健康

□ セックスレスの sexless 3- 生活
□ 赤血球 red blood cell 5- 健康
□ 接骨院 bonesetter’s clinic 5- 健康
□ 折衝会議 negotiation table 1- 政治
□ 接触感染症 contagious disease 5- 健康
□ 摂食恐怖症 sitophobia 5- 健康
□ 摂食障害 eating [feeding] disorder 5- 健康
□ 接触性皮膚炎 contact dermatitis 5- 健康
□ 摂食中枢 feeding center 5- 健康
□ 節制 temperance 3- 生活
 abstinence 5- 健康
□ 節制を守っている abstinent 5- 健康
□ 接戦状態で too close to call 1- 政治
□ 絶対安定多数 absolute stable majority 1- 政治
□ 絶対安定多数を確保する secure [win] an absolute stable majority 1- 政治
□ 窃盗 theft / larceny 4- 社会
□ 説得力のある証拠 convincing evidence 4- 社会
□ 節度のある temperate 3- 生活
□ 切迫した imminent 1- 政治
□ 絶版である be out of print 1- 政治
□ 絶版になる go out of print 1- 政治
□ 設備投資 capital spending 2- 経済
□ 節分 the Bean-throwing Festival 3- 生活
□ 絶望感 hopelessness 5- 健康
□ 説明責任 accountability 1- 政治
□ 説明責任がある（～に対して） be accountable for ... 1- 政治
□ 絶滅 extinction 4- 社会
□ 絶滅危惧種 endangered species 4- 社会
□ 絶滅した extinct 4- 社会
□ 絶滅する become extinct / exterminate 4- 社会
□ 絶滅の危機に瀕して at [on] the brink of extinction 4- 社会
□ 節約する economize 2- 経済
□ 瀬戸際外交 brinkmanship [last-ditch] diplomacy 1- 政治
□ 背中 (the) back 5- 健康
□ 背中の痛み back pain / backache 5- 健康
□ ゼネラルストライキ general strike 3- 生活
□ 背骨 spine / backbone 5- 健康
□ ゼミナール seminar 3- 生活
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□ セメント質 cement 5- 健康
□ ゼラチン gelatin 5- 健康
□ セラピー therapy 5- 健康
□ セラピスト therapist 5- 健康
□ セラミック ceramics 3- 生活
□ 台詞（セリフ） line 3- 生活
□ ゼロ金利政策 zero interest rate policy 2- 経済
□ ゼロ経済成長 zero economic growth 2- 経済
□ ゼロに近い経済成長 near-zero economic growth 2- 経済
□ 前～ former / ex- 1- 政治
□ 前［元］大統領 former president 1- 政治
□ 繊維 fiber 4- 社会
□ 戦域ミサイル防衛 Theater Missile Defense 1- 政治
□ 善意の第三者 third party in good faith 4- 社会
□ 尖鋭恐怖症 aichmophobia 5- 健康
□ 線画 drawing 3- 生活
□ 前科 criminal record / previous offense 4- 社会
□ 全会一致で unanimously 1- 政治
□ 全会一致で決議を可決する carry a resolution unanimously 1- 政治
□ 尖閣諸島 the Senkaku Islands 1- 政治
□ 戦艦 battleship 1- 政治
□ 選挙 election 1- 政治
□ 選挙違反 election irregularities 1- 政治
 electoral irregularity 4- 社会
□ 選挙違反の疑い allegations of electoral irregularities 4- 社会
□ 宣教師 missionary 3- 生活
□ 専業農家 full-time farmhouse 2- 経済
□ 選挙運動 election campaign 1- 政治
□ 選挙運動員 election campaigner [staffer] 1- 政治
□ 選挙演説 campaign speech / election address 1- 政治
□ 選挙カー election campaign van 1- 政治
□ 選挙開票公表 official election returns 1- 政治
□ 選挙監視員 election monitor 1- 政治
□ 選挙監視活動 election monitoring activity 1- 政治
□ 選挙監視団 election monitoring team 1- 政治
□ 選挙区 constituency / election district / precinct 1- 政治
□ 選挙区改変 gerrymander 1- 政治
□ 選挙資金 campaign fund 1- 政治

□ 選挙資金集め fund-raising 1- 政治
□ 選挙に出馬する run for election 1- 政治
□ 選挙に不正工作を仕掛ける fix an election 1- 政治
□ 選挙人 electorate 1- 政治
□ 選挙人団 electoral college 1- 政治
□ 選挙を延期する postpone an election 1- 政治
□ 選挙を実施する conduct an election 1- 政治
□ 選挙を召集する call an election 1- 政治
□ 選挙をボイコットする boycott an election 1- 政治
□ 選挙を無効にする invalidate an election 1- 政治
□ 前けい骨筋 tibialis anterior 5- 健康
□ 潜血 occult bleeding 5- 健康
□ 潜血反応検査 occult blood test 5- 健康
□ 宣言（書） declaration / proclamation 1- 政治
□ 宣言書に署名する sign a declaration 1- 政治
□ 先遣隊 advance team 1- 政治
□ 先見の明のある farsighted 1- 政治
□ 潜航する cruise [go / navigate] underwater 1- 政治
□ 全国人民代表大会（全人代） the National People’s Congress 1- 政治
□ 全国調査 nationwide survey 1- 政治
□ 全国の statewide 1- 政治
□ 前後する（～のあたりを） hover around ... 2- 経済
□ 戦後占領統治 post-war occupation government /  1- 政治
 occupational administration
□ 戦後復興 postwar rehabilitation 1- 政治
□ センサー sensor 4- 社会
□ 潜在意識 subconsciousness 5- 健康
□ 潜在意識の subconscious 5- 健康
□ 潜在的国民負担率 potential national burden rate /  2- 経済
 latent national burden ratio /
 latent ratio of public to national income
□ 潜在能力 potential 3- 生活
□ せんじ薬 infusion 5- 健康
□ 戦死者 war dead / the killed in action 1- 政治
□ 戦時捕虜 prisoner of war 1- 政治
□ 戦車 tank 1- 政治
□ 先住権 aboriginal rights 1- 政治
□ 先住民 indigenous people 1- 政治
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□ 戦術 tactic 1- 政治
□ 戦術核兵器 tactical nuclear weapon 1- 政治
□ 戦術核ミサイル tactical nuclear missile 1- 政治
□ 戦術的な tactical 2- 経済
□ 戦場 battle field 1- 政治
□ 戦勝国 victor 1- 政治
□ 全焼する burn down 4- 社会
□ 染色体 chromosome 5- 健康
□ 染色体異常 chromosome abnormality 5- 健康
□ せんじる（～を） infuse / decoct 5- 健康
□ 先進国 developed country / developed nation 1- 政治
□ 全身性の general 5- 健康
□ 全身麻酔 general anesthesia 5- 健康
□ 潜水艦 submarine 1- 政治
□ 潜水艦救難艦 submarine rescue ship 1- 政治
□ 潜水艦救難母艦 submarine rescue tender 1- 政治
□ 潜水艦発射巡航ミサイル submarine-launched cruise missile 1- 政治
□ 潜水艦発射弾道ミサイル submarine-launched ballistic missile 1- 政治
□ 前世 previous life 3- 生活
□ 宣誓供述書 affidavit 4- 社会
□ 先制拒否作戦 preemptive denial operation 1- 政治
□ 専制君主 autocrat 1- 政治
□ 専制君主制 autocratic monarchy 1- 政治
□ 前政権 former regime 1- 政治
□ 先制攻撃 preemptive strike [attack] 1- 政治
□ 専制支配 autocratic rule 1- 政治
□ 占星術 horoscope 3- 生活
□ 宣誓証言 deposition / sworn testimony 4- 社会
□ 宣誓証言を行う depose 4- 社会
□ 専制政治 despotism 1- 政治
□ 専制政治の autocratic 1- 政治
□ センセーション sensation 1- 政治
□ センセーションを巻き起こす cause a sensation 1- 政治
□ 前線 front 4- 社会
□ 宣戦布告 declaration of war 1- 政治
□ 戦争 war 1- 政治
□ 戦争賠償 war reparations 1- 政治
□ 戦争犯罪人 war criminal 1- 政治

□ ぜんそく asthma 5- 健康
□ 先祖供養 ancestor care 3- 生活
□ 先祖供養する hold a memorial service for one’s ancestors 3- 生活
□ 先祖霊 ancestral spirit 3- 生活
□ 選択科目 elective course 3- 生活
□ 善玉菌 probiotic bacteria 5- 健康
□ 善玉コレステロール good cholesterol 5- 健康
□ 全地球測位システム the Global Positioning System 3- 生活
□ 先天性の congenital 5- 健康
□ 戦闘 battle / combat / fight 1- 政治
□ 銭湯 public bath 2- 経済
□ 戦闘員 combatant / militant 1- 政治
□ 戦闘機 fighter / combat [strike] aircraft 1- 政治
□ 戦闘行為 act of combat 1- 政治
□ 扇動者 instigator 4- 社会
□ 扇動する（～を） instigate 4- 社会
□ 戦闘中行方不明兵 the missing in action 1- 政治
□ 戦闘爆撃機 fighter-bomber 1- 政治
□ 前頭葉 frontal lobe 5- 健康
□ セントパトリクスデー the Saint Patrik’s Day 3- 生活
□ 潜入（行動） infiltration 1- 政治
□ 潜入者 infiltrator 1- 政治
□ 潜入する（～に） infiltrate 1- 政治
□ 専任講師 instructor 3- 生活
□ 前任者 predecessor 1- 政治
□ 千年間 millennium 3- 生活
□ 専売特許技術 proprietary technology 3- 生活
□ 戦犯裁判 war criminal tribunal 1- 政治
□ 潜伏感染 latent infection 5- 健康
□ 潜伏期間 incubation period 5- 健康
□ 全米ライフル協会 the National Rifle Association 1- 政治
□ 前編 prequel 3- 生活
□ 戦没者追悼記念日 the Memorial Day 3- 生活
□ ぜんまい flowering fern 5- 健康
□ 専務取締役 executive managing director 2- 経済
□ 全滅 annihilation 1- 政治
□ 全滅させる（～を） annihilate 1- 政治
□ 全滅させるような annihilative 1- 政治
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□ 全面的な full(-fledged) / total 1- 政治
□ 専門医 medical specialist 5- 健康
□ 専門委員会 panel 1- 政治
□ 専門家 professional / pro 3- 生活
□ 専門学校 vocational school 3- 生活
□ 専門学校生 vocational school student 3- 生活
□ 専門職 profession 3- 生活
□ 専門職就労ビザ H-1B visa 3- 生活
□ 専門職大学院 professional school 3- 生活
□ 専門知識 expertise 2- 経済
□ 専門店 speciality store 2- 経済
□ 戦友 comrade-in-arms 1- 政治
□ 専有技術 proprietary technology 3- 生活
□ 前立腺 prostate 5- 健康
□ 前立腺炎 prostatitis 5- 健康
□ 前立腺肥大症 prostatic hypertrophy 5- 健康
□ 戦略 strategy 1- 政治
□ 戦略核兵器 strategic nuclear weapon 1- 政治
□ 戦略核ミサイル strategic nuclear missile 1- 政治
□ 戦略的な strategic 2- 経済
□ 戦略爆撃機 strategic bomber 1- 政治
□ 占領軍 occupation army 1- 政治
□ 占領者 occupant 1- 政治
□ 占領する（領土を～） occupy 1- 政治
□ 全寮制学校 boarding school 3- 生活
□ 占領地 occupied land [territory] 1- 政治
□ 洗礼 baptism 3- 生活
□ 前例のない unprecedented 1- 政治
□ 洗礼を施す（～に） baptize 3- 生活
□ 前腕 forearm 5- 健康

そ

□ 相違点を解消する iron [work] out differences 1- 政治
□ 創意に富む inventive 3- 生活
□ 躁うつ病 manic-depressive psychosis 5- 健康
□ 憎悪 hatred 4- 社会
□ 憎悪犯罪 hate crime 4- 社会

□ 騒音公害 noise pollution 4- 社会
□ 騒音測定器 noise meter 4- 社会
□ 掃海艇 minesweeper 1- 政治
□ 総会屋 corporate racketeer 4- 社会
□ 総額表示 total price with tax / aftertax price 2- 経済
□ 想起 recall 3- 生活
□ 葬儀 funeral (service) 3- 生活
□ 臓器移植 organ transplant 5- 健康
□ 臓器移植法 the Organ Transplant Law 1- 政治
□ 早期がん early cancer 5- 健康
□ 早期退職制度 early-retirement system / early-retirement program 3- 生活
□ 臓器提供 organ donation 5- 健康
□ 臓器提供者 donor 5- 健康
□ 臓器提供を受ける人 recipient 5- 健康
□ 葬儀場所 funeral hall 3- 生活
□ 雑木林 copse 4- 社会
□ 葬儀屋 undertaker 3- 生活
□ 操業 business operation 2- 経済
□ 創業支援企業 incubator 2- 経済
□ 双曲線 hyperbolic curve 4- 社会
□ 臓器を提供する donate one’s organ 5- 健康
□ 送金 remittance 2- 経済
□ 送金者 remitter 2- 経済
□ 送金する remit 2- 経済
□ 象牙質 dentine 5- 健康
□ 相互依存（主義） reciprocity / interdependence 1- 政治
□ 相互依存の reciprocal / interdependent 1- 政治
□ 総攻撃 all-out assault 1- 政治
□ 走行指示 GPS navigation 3- 生活
□ 装甲車 armored car 1- 政治
□ 装甲戦闘車 armored car 1- 政治
□ 総合幕僚会議議長 the Chairman of the Joint Staff Council 1- 政治
□ 装甲板 armor plate 1- 政治
□ 総合ビタミン剤 multi-vitamin tablet 5- 健康
□ 総合病院 general hospital 5- 健康
□ 総合品質管理 total quality control 2- 経済
□ 相互援助 mutual aid 1- 政治
□ 相互承認 mutual recognition 1- 政治
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□ 相互訪問 reciprocal visit 1- 政治
□ 相殺関税 countervailing duty 2- 経済
□ 捜査官 investigator 4- 社会
□ 捜査救助隊 search-and-rescue team 4- 社会
□ 捜索活動 search operation 4- 社会
□ 増刷 reprint 1- 政治
□ 捜査当局者 law enforcement official 4- 社会
□ 捜査令状 search warrant 4- 社会
□ 早産 premature birth 5- 健康
□ 葬式に列席する attend a funeral 3- 生活
□ 葬式を行う hold a funeral 3- 生活
□ 総支配人 general manager 2- 経済
□ 総資本利益率 return on assets 2- 経済
□ 操縦士 pilot 2- 経済
□ 贈収賄 bribery 4- 社会
□ 装飾 accessory 2- 経済
□ 増殖 proliferation 5- 健康
□ 増殖する proliferate 5- 健康
□ 装飾美術 decorative art 3- 生活
□ 装飾品 ornament 3- 生活
□ 装身具 accessory 2- 経済
□ 増水標 floodmark 4- 社会
□ 増税 tax raise / tax increase [hike] 2- 経済
□ 増税する increase [raise] taxes 2- 経済
□ 総選挙 general election 1- 政治
□ 創造 creation 3- 生活
□ 創造者 creator 3- 生活
□ 想像上の imaginary 3- 生活
□ 創造する（～を） create 3- 生活
□ 創造性 creativity 3- 生活
□ 創造的な creative 3- 生活
□ 相続 inheritance 3- 生活
□ 相続する（Aを Bから～） inherit A from B 3- 生活
□ 相続税 inheritance tax 2- 経済
□ 壮大な spectacular / magnificent 3- 生活
□ 相談役 senior adviser 2- 経済
□ 総長 chancellor 3- 生活
□ 送電 power supply 4- 社会

□ 総統 president 1- 政治
□ 遭難船の漂流物 flotsam 4- 社会
□ 増便 extra flight 2- 経済
□ 僧帽筋 trapezius 5- 健康
□ 双方向通信 interactive communication 1- 政治
□ 双方向テレビ interactive TV 1- 政治
□ 総務省 the Ministry of Internal Affairs and Communications /  1- 政治
 the Internal Affairs and Communications Ministry
□ 総務大臣 the Minister of Internal Affairs and Communications 1- 政治
□ 聡明な knowledgeable 3- 生活
□ 宗谷海峡 the Soya Strait 4- 社会
□ 贈与税 gift tax 2- 経済
□ 総理大臣官邸事務所 the Office of the Prime Minister’s Official Residence 1- 政治
□ ゾウリムシ paramecium 5- 健康
□ 僧侶 Buddhist monk [priest] 3- 生活
□ 総領事 consul general 1- 政治
□ 総領事館 general consulate 1- 政治
□ ソウル soul 3- 生活
□ 葬列 funeral procession 3- 生活
□ 早漏 premature ejaculation  5- 健康
□ 贈賄者 briber 4- 社会
□ 贈賄する offer a bribe 4- 社会
□ ソーシャルワーカー social worker 1- 政治
□ ソーホー small office home office  3- 生活
□ ソーラーパネル solar panel 3- 生活
□ 疎外 alienation 2- 経済
□ 組閣する form [organize] a cabinet 1- 政治
□ 即死する die instantly 5- 健康
□ 促進する（～を） accelerate / facilitate 1- 政治
□ 速達 special delivery 2- 経済
□ 速達郵便 express mail 2- 経済
□ 側頭葉 temporal lobe 5- 健康
□ 速度制限 speed limit 4- 社会
□ 続編 sequel 3- 生活
□ 続落する spiral lower 2- 経済
□ そけいリンパ腫 lymphogranuloma inguinale 5- 健康
□ 狙撃 gundown 1- 政治
□ 狙撃する（～を） gun down ... 1- 政治
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□ 底入れする bottom out 2- 経済
□ ソジウム sodium 5- 健康
□ 組織犯罪 organized crime 4- 社会
□ 訴訟 lawsuit / case / action / suit / litigation 4- 社会
□ 訴訟に持ち込む（～を） litigate 4- 社会
□ 蘇生 resuscitation 5- 健康
□ 租税回避地 tax haven 4- 社会
□ 蘇生させる（～を） resuscitate 5- 健康
□ 粗大［大型］ゴミ bulky waste [trash / rubbish] 4- 社会
□ 育てる（～を） bring up ... / raise 3- 生活
□ 卒業 graduation 3- 生活
□ 卒業アルバム yearbook 3- 生活
□ 卒業式 commencement 3- 生活
□ 卒業証書 diploma 3- 生活
□ 卒業証明書 certificate 3- 生活
□ 即興の impromptu 3- 生活
□ 卒業見込みの大学生 prospective college graduate 3- 生活
□ 卒業論文 graduation thesis 3- 生活
□ 側近 aide 1- 政治
□ 即効性 prompt efficiency 1- 政治
□ 属国 subject state 1- 政治
□ ソバ buckwheat 5- 健康
□ そばかす freckle 5- 健康
□ そばかす取り removal of freckles 5- 健康
□ そば茶 buckwheat tea 5- 健康
□ そよ風 breeze 4- 社会
□ そら豆 broad bean 5- 健康
□ 損益計算書 profit-and-loss statement / income statement 2- 経済
□ 損益分岐点 break-even point 2- 経済
□ 損害賠償訴訟 damage suit 4- 社会
□ 損害賠償訴訟を起こす file damage suits against A over B 4- 社会
（Aに対してBに関する～）  
□ 損害賠償を求める claim damages 4- 社会
□ 損害保険 damage insurance 3- 生活
□ 損害保険料控除 deduction for casualty insurance premiums 2- 経済
□ 村議会 village assembly 1- 政治
□ 村議会議員 village assembly member 1- 政治
□ 尊厳 dignity 5- 健康

□ 尊厳死 death with dignity 5- 健康
□ 存在を信じる（～の） believe in ... 3- 生活

た

□ タームペーパー term paper 3- 生活
□ タイ sea beam 5- 健康
□ 大尉〈海〉 lieutenant 1- 政治
□ 大尉〈陸・空〉 captain  1- 政治
□ 体育の日 the Health-Sports Day 3- 生活
□ 第一次産業 primary industry 2- 経済
□ 第一面 front page 1- 政治
□ 退院する leave (the) hospital / be released from (the) hospital 5- 健康
□ 体液 bodily fluid 4- 社会
□ 退役軍人 veteran 1- 政治
□ 退役軍人の日 the Veterans Day 3- 生活
□ 大円筋 teres major 5- 健康
□ ダイオキシン dioxin 4- 社会
□ ダイオキシン汚染 dioxin pollution 4- 社会
□ 体温 (body) temperature 5- 健康
□ 体温計 thermometer 5- 健康
□ 体温を計る take one’s temperature 5- 健康
□ 大火 conflagration 4- 社会
□ 対外債務 external debt 2- 経済
□ 体外受精 external fertilization 5- 健康
□ 対外純資産 overseas net assets 2- 経済
□ 体格 physique 5- 健康
□ 大学 university 3- 生活
□ 大学 1年生 freshman 3- 生活
□ 大学院 graduate school 3- 生活
□ 大学院医学専攻課程 school of medicine 3- 生活
□ 大学院基礎学力テスト the Graduate Record Examination 3- 生活
□ 大学院生 graduate (student) 3- 生活
□ 大学院生助手 graduate assistant 3- 生活
□ 体格が貧弱だ have a poor physique 5- 健康
□ 体格がよい have a good physique 5- 健康
□ 大学 3年生 junior 3- 生活
□ 体格指数 body mass index 5- 健康
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□ 退学する quit school 3- 生活
□ 大学生 university [college] student 3- 生活
□ 大学設置基準 university establishment standards 3- 生活
□ 大学 2年生 sophomore 3- 生活
□ 大学入学学力テスト the Scholastic Aptitude Test 3- 生活
□ 大学発ベンチャー university spin-off venture 2- 経済
□ 大学病院 university hospital 5- 健康
□ 大学 4年生 senior 3- 生活
□ 大学理事会 board of trustees 3- 生活
□ 大学理事長 chairman of the board of trustees 3- 生活
□ 大韓民国 the Republic of Korea 1- 政治
□ 大気 atmosphere 4- 社会
□ 大気汚染 air pollution 4- 社会
□ 大企業 big company / giant 2- 経済
□ 大気圏外 outer space 1- 政治
□ 大気圏再突入 atmospheric re-entry 3- 生活
□ 大気圏に突入する plunge through the atmosphere 3- 生活
□ 大気中濃度 atmospheric concentration 4- 社会
□ 大気の atmospheric 4- 社会
□ 大規模の large-scale 1- 政治
□ 大規模農場 plantation 2- 経済
□ 大義名分 pretext 1- 政治
□ 大虐殺 holocaust 4- 社会
□ 第 9条第 2項 the second paragraph of the Article 9 1- 政治
□ 耐久消費財 durable goods 2- 経済
□ 大胸筋 pectoralis major 5- 健康
□ 代金引換 cash on delivery 2- 経済
□ 大工 carpenter 3- 生活
□ 体腔 body cavity 5- 健康
□ 対決姿勢の confrontational 1- 政治
□ 退行の recessive 2- 経済
□ 代行の acting 1- 政治
□ 大国 power 1- 政治
□ 太鼓腹の pot-bellied 5- 健康
□ 大根 radish 5- 健康
□ 大佐〈海〉 captain 1- 政治
□ 大佐〈陸・空〉 colonel 1- 政治
□ 大災害 calamity 4- 社会

□ 第三次産業 tertiary industry 2- 経済
□ 第三セクター third sector 1- 政治
□ 大使 ambassador (extraordinary and plenipotentiary) 1- 政治
□ 胎児（受精後 8週未満の～） embryo 5- 健康
□ 胎児（妊娠 3か月以後の～） fetus 5- 健康
□ 大使館 embassy 1- 政治
□ 大使館職員 embassy staffer 1- 政治
□ 大使館付き武官 military attache to embassy 1- 政治
□ 大司教 archbishop 3- 生活
□ 大使公邸 ambassador’s official residence 1- 政治
□ 体質 constitution / physical constitution /  5- 健康
 genetic makeup
□ 体脂肪 body fat 5- 健康
□ 体脂肪率 body fat rate / body fat percentage 5- 健康
□ 体脂肪量 body fat mass 5- 健康
□ 大資本企業 big-cap company 2- 経済
□ 大蛇 big snake 3- 生活
□ 貸借対照表 balance sheet 2- 経済
□ 体重 weight 5- 健康
□ 体重が増える gain weight 5- 健康
□ 体重が減る lose weight 5- 健康
□ 大衆迎合主義 populism 1- 政治
□ 大衆迎合主義者 populist 1- 政治
□ 大衆迎合主義の populistic 1- 政治
□ 体重減 weight loss 5- 健康
□ 大衆浴場 public bath 2- 経済
□ 体重を増やす increase weight 5- 健康
□ 大乗［北方］仏教 the Mahayana Buddhism 3- 生活
□ 大将〈海〉 admiral 1- 政治
□ 大将〈陸・空〉 general 1- 政治
□ 帯状疱疹 shingles / herpes zoster 5- 健康
□ 退職金 retirement allowance  3- 生活
□ 大臣 minister 1- 政治
□ 対人感染 person-to-person infection  5- 健康
□ 対人恐怖症 anthropophobia 5- 健康
□ 耐震建築 quake-proof building 4- 社会
□ 対人地雷 antipersonnel land mine 1- 政治
□ 大豆 soybean 5- 健康
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□ 大豆イソフラボン soybean isoflavone 5- 健康
□ 代数学 algebra 3- 生活
□ 大豆食品 soy product 5- 健康
□ 大豆ペプチド soy peptide 5- 健康
□ 耐性化する（～に対して） become resistant to ... 5- 健康
□ 体性幹細胞 somatic stem cell / adult stem cell 5- 健康
□ 大聖堂 cathedral 3- 生活
□ 堆積作用 sedimentation 4- 社会
□ 堆積層 sedimentary stratum [layer] 4- 社会
□ 堆積物 deposit(s) / sediment(s) 2- 経済
  4- 社会
□ 対戦車ミサイル antitank missile 1- 政治
□ 対潜哨戒機 antisubmarine patrol aircraft 1- 政治
□ 怠惰 sloth 3- 生活
□ 大隊 battalion 1- 政治
□ 代替（立）案 alternative 1- 政治
□ 代替案を見つける find alternative solution 1- 政治
□ 代替医療 alternative medicine / complementary medicine 5- 健康
□ 代替エネルギー alternative energy 3- 生活
□ 大腿直筋 rectus femoris 5- 健康
□ 大腿二頭筋 biceps femoris 5- 健康
□ 代替フロン alternatives for chlorofluorocarbon 4- 社会
□ 大腿四頭筋 quadriceps 5- 健康
□ 大胆な bold 1- 政治
□ 大腸 large intestine 5- 健康
□ 大腸がん large bowel cancer 5- 健康
□ 大腸菌 E. coli (Escherichia coli) / coli [colon] bacillus 5- 健康
□ 大腸ポリープ colon polyp 5- 健康
□ 大臀筋 gluteus maximus 5- 健康
□ 帯電する be charged 4- 社会
□ 大統領 president 1- 政治
□ 大統領職 presidency 1- 政治
□ 大統領選挙 presidential election 1- 政治
□ 大統領の presidential 1- 政治
□ 大統領令 presidential decree 1- 政治
□ 大都市部 metropolitan area 4- 社会
□ 第二指 the second toe 5- 健康
□ 第二次産業 secondary industry 2- 経済

□ 大日本帝国憲法 the Constitution of the Empire of Japan 1- 政治
□ 大脳 cerebrum 5- 健康
□ 大脳核 basal nucleus 5- 健康
□ 大脳新皮質 cerebral neocortex 5- 健康
□ 大脳皮質 cerebral cortex 5- 健康
□ 大陪審 grand jury 4- 社会
□ 大陪審員 grand juror 4- 社会
□ 大発生 outbreak 5- 健康
□ 堆肥 compost 4- 社会
□ 代表作 representative work 2- 経済
□ 代表者 representative / delegate 1- 政治
□ 代表する（～を） represent 1- 政治
□ 代表取締役 representative director 2- 経済
□ 大評判 sensation 1- 政治
□ 台風 typhoon 4- 社会
□ 大変動 upheaval 1- 政治
□ 逮捕 arrest / apprehend / seize / nab / bust 4- 社会
□ 大砲 artillery / heavy gun 1- 政治
□ 大法廷 the Grand Bench 4- 社会
□ 大砲を撃ち込む（～に） fire artillery into ... 1- 政治
□ 大牧場 ranch 2- 経済
□ 大牧場主 rancher 2- 経済
□ 逮捕状 arrest warrant 4- 社会
□ 逮捕する（～に関連して） arrest in relation to ... 4- 社会
□ 逮捕率 rate of cases cleared 4- 社会
□ 台本指導主任 script supervisor 3- 生活
□ 大麻 cannabis 5- 健康
□ ダイヤ製半導体 diamond semiconductor 3- 生活
□ ダイヤモンド diamond 2- 経済
□ 太陽 the sun 4- 社会
□ 太陽エネルギー solar energy 3- 生活
□ 太陽系 the solar system 4- 社会
□ 太陽光線 sunbeam / solar rays 4- 社会
□ 太陽光発電 photovoltaic power generation 3- 生活
□ 太陽電池 solar cell 3- 生活
□ 太陽熱発電 solar thermal power generation 3- 生活
□ 太陽風 solar wind 4- 社会
□ 第四指 the fourth toe 5- 健康
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□ 代理 commission 3- 生活
□ 大陸 continent 4- 社会
□ 大陸棚 continental shelf 4- 社会
□ 大陸弾道ミサイル intercontinental ballistic missile 1- 政治
□ 大陸の continental 4- 社会
□ 大陸プレート continental plate 4- 社会
□ 対立 confrontation 1- 政治
□ 対立候補 contender / contestant / opponent 1- 政治
□ 対立する（～と） confront with ... 1- 政治
□ 代理店 agency 2- 経済
□ 代理人 agent 2- 経済
□ 代理の acting 1- 政治
□ 代理母 surrogate mother 5- 健康
□ 対流圏 troposphere 4- 社会
□ 大量殺人 massacre 4- 社会
□ 大量破壊兵器 weapons of mass destruction 1- 政治
□ 大量輸送機関 mass transit 2- 経済
□ 体力 physical strength 5- 健康
□ 体力をつける develop [build up] one’s physical strength 5- 健康
□ 対話 dialog 1- 政治
□ 対話と圧力の双方を通じて through both dialog and pressure 1- 政治
□ 対話を通じた平和的解決 peaceful solution through dialog 1- 政治
□ 台湾海峡 the Taiwan Strait 4- 社会
□ 台湾総統 the Taiwanese President 1- 政治
□ ダウ・ジョーンズ工業平均株価（ダウ） the Dow Jones Industrial Average 2- 経済
□ タウリン taurine 5- 健康
□ ダウン症候群 Down’s syndrome 5- 健康
□ ダウンバースト downburst / downdraft / descending air current 4- 社会
□ ダウンロードする（～を） download 3- 生活
□ 唾液 saliva / spit 5- 健康
□ 唾液腺 salivary gland 5- 健康
□ 楕円 oval 4- 社会
□ 高い costly 2- 経済
□ 高い新陳代謝 high metabolism 5- 健康
□ 多角化した diversified 2- 経済
□ 多角化する（～を） diversify 2- 経済
□ 多角経営 diversification 2- 経済
□ 多角的な diverse 2- 経済

□ 高潮 storm surge 4- 社会
□ 高台 heights 4- 社会
□ 高値 high price 2- 経済
□ 宝くじ  lottery 3- 生活
□ 多汗症 hyperhidrosis 5- 健康
□ 滝 waterfall 4- 社会
□ 抱き合う embrace one another 3- 生活
□ 滝つぼ the bottom of a water fall 4- 社会
□ たき火 bonfire 4- 社会
□ 妥協 compromise 1- 政治
□ 妥協案を受け入れる（～との） accept a compromise with ... 1- 政治
□ 妥協案を拒否する（～との） reject a compromise with ... 1- 政治
□ 妥協案を出す offer [propose] a compromise 1- 政治
□ 妥協する（～と） make a compromise with ... 1- 政治
□ 妥協による解決を図る（～と） work out a compromise with ... 1- 政治
□ 妥協を引き出す（～から） hammer out a compromise with ... 1- 政治
□ 多極化世界 multipolar world 1- 政治
□ 宅地価格 residential land price 2- 経済
□ 宅配サービス home-delivery service 2- 経済
□ 宅配便 home delivery service 2- 経済
□ 貯えておく（～を） store 4- 社会
□ タケ bamboo 4- 社会
□ 打撃 hurt 5- 健康
□ 竹島 Takeshima 1- 政治
□ 竹の子 bamboo shoot 5- 健康
□ 多元主義 pluralism 1- 政治
□ 多元主義者 pluralist 1- 政治
□ 多元主義の pluralistic 1- 政治
□ たこ callus 5- 健康
□ タコ octopus 5- 健康
□ 多国間会議 multinational meeting 1- 政治
□ 多国間条約 multilateral treaty 1- 政治
□ 多国間の multilateral 1- 政治
□ 多国籍企業 multinational company 2- 経済
□ 多国籍軍 multinational force 1- 政治
□ 多産の prolific 5- 健康
□ 多肢選択 multiple choice 3- 生活
□ 他社と資金を決済する settle accounts with other firms 2- 経済
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□ 多重債務 multiple debts 2- 経済
□ 多重債務者 multiple debtor / multiple-loan borrower 2- 経済
□ 多重人格 multiple personality 5- 健康
□ 多神教 polytheism 3- 生活
□ 多神教信者 polytheist 3- 生活
□ 多神教の polytheistic 3- 生活
□ 多神教論者 polytheist 3- 生活
□ 多神教論の polytheistic 3- 生活
□ 多数決で決める decide by a majority rule 1- 政治
□ 多数の死者 heavy casualties 4- 社会
□ 他大学で取得した単位を加算する transfer (the) credits 3- 生活
□ 正しい right / just / proper / appropriate 1- 政治
□ 断たれる be cut off 4- 社会
□ たちあがれ日本 the Sunrise Party of Japan 1- 政治
□ 立ち入り禁止にする（～を） cordon off ... 4- 社会
□ 立ち往生させる（～を） strand 2- 経済
□ 立ちくらみ orthostatic syncope 5- 健康
□ 立ち直りの早い resilient 2- 経済
□ 立ち直る rebound 2- 経済
□ 立場に固執する（～という） adhere to one’s stance that ... 1- 政治
□ ダチョウ ostrich 5- 健康
□ 辰（竜） dragon 3- 生活
□ 脱臼 dislocation 5- 健康
□ 脱臼する be [get] dislocated 5- 健康
□ 脱獄 jailbreak / prison breaking [break] 4- 社会
□ 脱獄囚 jail [prison]-breaker 4- 社会
□ 脱獄する escape from prison [jail] 4- 社会
□ 脱出 escape 1- 政治
□ 脱出者 escapee 1- 政治
□ 脱出する escape 1- 政治
□ 脱出する（～から） escape from ... 4- 社会
□ 脱水症 dehydration 5- 健康
□ 脱水する dehydrate 5- 健康
□ 脱税 tax dodge / tax evasion 4- 社会
□ 達成感 sense of achievement 3- 生活
□ 脱税者 tax dodger [evader] 4- 社会
□ 脱税する dodge [evade] taxes 4- 社会
□ 達成テスト achievement test 3- 生活

□ 脱線 derailment 4- 社会
□ 脱線する derail 4- 社会
□ 脱走 desertion 1- 政治
□ 脱走する desert 1- 政治
□ タツノオトシゴ sea horse 3- 生活
□ 竜巻 tornado 4- 社会
□ 脱毛 loss of hair / hair removal 4- 社会
□ 脱力感 lassitude / loss of energy 5- 健康
□ 立てこもり standoff 4- 社会
□ 縦社会 vertical society 1- 政治
□ 打倒する（～を） topple / overthrow 1- 政治
□ 妥当性 validity 1- 政治
□ 妥当性がない invalid 1- 政治
□ 妥当性のある valid 1- 政治
□ 多党派の multipartisan 1- 政治
□ 多糖類 polysaccharide 5- 健康
□ 七夕祭り the Star Festival 3- 生活
□ 谷 valley 4- 社会
□ 谷  （景気の） trough 2- 経済
□ 他人資本 debt capital 2- 経済
□ 種 seed 4- 社会
□ 種牛 seed bull 2- 経済
□ 種馬 stallion 2- 経済
□ たばこ税 tobacco tax 2- 経済
□ ダブルスタンダード double standard 1- 政治
□ ダブルベッドルーム double-bedded room 2- 経済
□ ダブルルーム double room 2- 経済
□ タブレット tablet 5- 健康
□ タブロイド紙 tabloid 1- 政治
□ 食べすぎる overeat / eat too much 5- 健康
□ 打撲傷 contusion / bruise 5- 健康
□ だます（～を） deceive 4- 社会
□ 民事犯 civil offense 4- 社会
□ 多民族国家 multiracial state [nation] 1- 政治
□ ダム dam 4- 社会
□ 多毛作 multiple cropping 2- 経済
□ 多目的装甲車 humvee 1- 政治
□ タラ cod 5- 健康
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□ タラコ cod roe 5- 健康
□ 樽 cask / barrel 5- 健康
□ だるさ drowsiness 5- 健康
□ 樽詰めビール beer in the cask 5- 健康
□ タレント候補 celebrity candidate 1- 政治
□ タロットカード tarot cards 3- 生活
□ 痰 phlegm / sputum 5- 健康
□ 弾圧 repression / oppression 1- 政治
 crackdown / clampdown 4- 社会
□ 弾圧する（～を） repress / oppress 1- 政治
□ 弾圧的な repressive 1- 政治
□ 単位 credit 3- 生活
□ 単位取得外科目 non-credit course 3- 生活
□ 単一通貨 single currency 2- 経済
□ タンカー tanker 2- 経済
□ 弾劾 impeachment 1- 政治
□ 弾劾裁判 impeachment trial 4- 社会
□ 弾劾する（～を） impeach 1- 政治
□ 段階的な gradual 1- 政治
□ 炭化水素 carbonized calcium 2- 経済
□ 胆管 bile duct 5- 健康
□ 弾丸 bullet 1- 政治
□ 短期貸付 short-term loan 2- 経済
□ 短期借入金 short-term liability / short-term loan payable 2- 経済
□ 短期記憶 short-term memory 3- 生活
□ 短期金利 short-term interest rate 2- 経済
□ 短期大学 junior college 3- 生活
□ 短期ローン short-term loan 2- 経済
□ 団結権 right to organize 3- 生活
□ タンゴ tango 3- 生活
□ 炭坑 coal mine 2- 経済
□ 断固とした firm 1- 政治
□ 単細胞動物 unicellular organism animal 5- 健康
□ 炭酸飲料 soda 5- 健康
□ 炭酸ガス carbonic acid gas 5- 健康
□ 炭酸水 soda water 4- 社会
□ 男子修道院 monastery 3- 生活
□ 胆汁 bile / gall 5- 健康

□ 単純骨折 simple fracture 5- 健康
□ 単純平均 simple [arithmetic] average 2- 経済
□ 単純ヘルペスウイルス Herpes simplex virus 5- 健康
□ 男娼 male prostitute 4- 社会
□ 単色画 monochrome 3- 生活
□ 男女雇用機会均等法 the Equal Employment Opportunity Law 1- 政治
□ 男女平等 gender equality 5- 健康
□ 男女不平等 gender gap 5- 健康
□ 断水 water cutoff 4- 社会
□ 炭水化物 carbohydrate 5- 健康
□ 淡水湖 fresh water lake 4- 社会
□ 男性恐怖症 androphobia 5- 健康
□ 弾性振動 elastic vibration 4- 社会
□ 男性ホルモン male hormone 5- 健康
□ 胆石 gallstone 5- 健康
□ 断層 fault 4- 社会
□ 炭素化合物 carbon compound 4- 社会
□ 炭疽菌 anthrax 1- 政治
□ 団体交渉 collective bargaining 3- 生活
□ 団体交渉する（～と） bargain collectively with ... 3- 生活
□ 短大生 junior college student 3- 生活
□ 団体旅行 group tour 2- 経済
□ 段々畑 terraced fields 2- 経済
□ 探偵事務所 detective agency / inquiry agency 4- 社会
□ 弾頭 warhead 1- 政治
□ 弾道弾迎撃ミサイル antiballistic missile 1- 政治
□ 弾道ミサイル ballistic missile 1- 政治
□ 弾道ミサイル防衛 Ballistic Missile Defense 1- 政治
□ 単独財務諸表 non-consolidated financial statements 2- 経済
□ 単独政権 one-party government 1- 政治
□ 胆のう gallbladder 5- 健康
□ タンパク質 protein 5- 健康
□ タンパク尿 albuminuria 5- 健康
□ ダンピング dumping 2- 経済
□ ダンプカー dump truck 2- 経済
□ 担保 collateral 2- 経済
□ ダンボール箱 cardboard box 4- 社会
□ 担保付き債券 mortgage bond 2- 経済
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□ 担保にする（～を） put up ... as collateral 2- 経済
□ 断面積 cross section 5- 健康
□ 断面像 cross-sectional views 5- 健康
□ 弾薬 ammunition 1- 政治
□ 弾薬集積場 ammunition dump 1- 政治
□ 男優 actor 3- 生活
□ 短絡的な shortsighted 1- 政治
□ 単利 simple interest 2- 経済
□ 弾力性 elasticity 5- 健康
□ 痰を吐く spit out phlegm 5- 健康

ち

□ 地圧 ground pressure 2- 経済
□ 治安 (public) security 1- 政治
□ 治安の悪化 deteriorating security 1- 政治
□ 治安部隊 security force 1- 政治
□ 治安を維持する maintain (public) security 1- 政治
□ 地域参加 community involvement 1- 政治
□ 地域主義 regionalism 1- 政治
□ 地域大使 regional ambassador 1- 政治
□ 地域紛争 regional conflict 1- 政治
□ チーズ cheese 5- 健康
□ チェーン店 chain (store) 2- 経済
□ 知恵歯 wisdom tooth 5- 健康
□ 地価 land price 2- 経済
□ 治外法権 extraterritorial right 1- 政治
□ 地下核実験 underground nuclear test 1- 政治
□ 地下銀行 underground bank 4- 社会
□ 地殻 crust / crest 4- 社会
□ 地殻活動 tectonic activity 4- 社会
□ 知覚神経 sensory nerve 5- 健康
□ 地殻変動 crustal movements 4- 社会
□ 地下水 underground water / groundwater 4- 社会
□ 地価税 land price tax 2- 経済
□ 地下組織の underground 4- 社会
□ 地下歩道 underpass / subway 2- 経済
□ 力強い vigorous 3- 生活

□ 痴漢 molesting / sexual abuse / molester 4- 社会
□ 地球 Earth 4- 社会
□ 地球温暖化 global warming 4- 社会
□ 畜牛 cattle 2- 経済
□ 蓄財する amass 4- 社会
□ 畜産（業） livestock farming 2- 経済
□ 畜産学 animal science 3- 生活
□ 畜産品 livestock product 2- 経済
□ 蓄積 accumulation 4- 社会
□ 蓄積した accumulated 4- 社会
□ 蓄積する accumulate 4- 社会
□ ちくちくする prickling 5- 健康
□ 地区党員大会 caucus 1- 政治
□ 蓄膿症 empyema 5- 健康
□ 乳首 nipple 5- 健康
□ 遅刻 tardy 3- 生活
□ 知識 knowledge 3- 生活
□ 地軸 earth’s axis 4- 社会
□ 地上デジタル放送 ground digital broadcasting 3- 生活
□ 地層 stratum / strata 4- 社会
□ 父親の育児休暇 paternity leave 3- 生活
□ 乳絞り milking 2- 経済
□ 膣 vagina 5- 健康
□ 窒素 nitrogen 4- 社会
□ 窒息剤 choking agents 1- 政治
□ 窒素酸化物 nitrogen oxide 4- 社会
□ 知的財産 intellectual property 4- 社会
□ 知的障害者 mentally disabled person 5- 健康
□ 知的障害を負った mentally disabled 5- 健康
□ 地動波形 wave form 4- 社会
□ 地熱 geothermal heat 2- 経済
□ 知能 intelligence 3- 生活
□ 知能指数 intelligence quotient 3- 生活
□ 知能犯罪 white-collar crime 4- 社会
□ 地表 earth’s surface 4- 社会
□ 乳房 breast 5- 健康
□ 乳房縮小手術 breast reduction 5- 健康
□ チフス菌 typhoid bacillus / Salmonella typhi 5- 健康
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□ 地平線 horizon 4- 社会
□ チベット自治区 the Tibet Autonomous Region 1- 政治
□ チベット仏教 the Tibetan Buddhism 3- 生活
□ 地方銀行 regional bank 2- 経済
□ 地方検事 district attorney 4- 社会
□ 地方公共団体 local [municipal] government / municipality 1- 政治
□ 地方交付税 tax allocated to local governments 2- 経済
□ 地方交付税交付金 local allocation tax grants 2- 経済
□ 地方公務員 local government employee  3- 生活
□ 地方債 local government bond 2- 経済
□ 地方裁判所 district court 4- 社会
□ 地方自治 regional autonomy 1- 政治
□ 地方税 local tax 2- 経済
□ 地方分権 decentralization of power 1- 政治
□ 地方分権を行う decentralize power 1- 政治
□ 茶 tea 5- 健康
□ チャーター機 chartered aircraft 2- 経済
□ チャイコフスキー（ロシア） Tchaikovsky 3- 生活
□ 茶会 tea party 3- 生活
□ 茶菓子 tea cake 3- 生活
□ 茶釜 tea kettle 3- 生活
□ 着手する（～に） initiate 1- 政治
□ 着床 implantation 5- 健康
□ 着床前診断 preimplantation diagnosis 5- 健康
□ 着服 embezzlement / pocketing 4- 社会
□ 着陸する land / touch down 2- 経済
□ 茶せん tea whisk 3- 生活
□ チャット chat 3- 生活
□ 茶碗 teacup 3- 生活
□ 中尉〈海〉 lieutenant junior grade 1- 政治
□ 中尉〈陸・空〉 first lieutenant 1- 政治
□ 注意欠陥・多動性障害 attention deficit hyperactivity disorder 5- 健康
□ 中央銀行 central bank 2- 経済
□ 中央省庁 central government ministries and agencies 1- 政治
□ 中央情報局 the Central Intelligence Agency 4- 社会
□ 中央政府 central government 1- 政治
□ 中央チベット行政府 the Central Tibetan Administration 1- 政治

□ 中央分離帯 median (strip) 2- 経済
  4- 社会
□ 仲介 mediation 1- 政治
□ 仲介者［国］ mediator 1- 政治
□ 仲介する（～を） mediate 1- 政治
□ 仲介手数料 commission 2- 経済
□ 仲介料 realtor’s fee 2- 経済
□ 中学生 middle [junior high] school student 3- 生活
□ 中華人民共和国 the People’s Republic of China 1- 政治
□ 中学校 middle [junior high] school 3- 生活
□ 中華民国（台湾） the Republic of China 1- 政治
□ 中間管理職 middle management / middle [mid-level] manager 2- 経済
□ 昼間勤務 day shift 3- 生活
□ 中間圏 mesosphere 4- 社会
□ 中間広筋 vastus intermedius 5- 健康
□ 中間財 intermediate goods 2- 経済
□ 中間搾取 intermediary exploitation 1- 政治
□ 中間処理 intermediate treatment 4- 社会
□ 中間選挙 midterm election 1- 政治
□ 中国共産党 the Communist Party of China 1- 政治
□ 中古車 used car 2- 経済
□ 中古住宅 existing home 2- 経済
□ 中佐〈海〉 commander 1- 政治
□ 中佐〈陸・空〉 lieutenant colonel 1- 政治
□ 駐在武官 military attache to embassy 1- 政治
□ 中耳 the middle ear 5- 健康
□ 中耳炎 otitis media 5- 健康
□ 中止する（～を） abort 1- 政治
□ 注射 injection 5- 健康
□ 駐車違反 parking violation / illegal parking 4- 社会
□ 注射器 syringe 5- 健康
□ 駐車禁止区域 no-parking zone 4- 社会
□ 注射する（～に） give ... a shot [an injection] 5- 健康
□ 注射針 needle 5- 健康
□ 注射針の共用 needle sharing 5- 健康
□ 中将〈海〉 vice admiral 1- 政治
□ 中将〈陸・空〉 lieutenant general 1- 政治
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□ 中小企業 small and medium-sized company /  2- 経済
 small-cap and mid-cap company
□ 中小企業庁 the Small and Medium Enterprise Agency 1- 政治
□ 忠臣 loyalist 1- 政治
□ 虫垂 vermiform appendix  5- 健康
□ 中枢神経系 central nervous system 5- 健康
□ 中性子爆弾 neutron bomb 1- 政治
□ 中性脂肪 neutral fat 5- 健康
□ 中性の neutral 4- 社会
□ 中絶医院 abortion clinic 5- 健康
□ 中絶権 abortion right 5- 健康
□ チューター tutor 3- 生活
□ 中隊 company 1- 政治
□ 中退者 dropout 3- 生活
□ 中道の middle-of-the-road 1- 政治
□ 中毒になっている（～の） be addicted to ... 5- 健康
□ 中肉中背の middle-sized 5- 健康
□ 中脳 midbrain 5- 健康
□ 注目に値する remarkable 3- 生活
□ 注文 order 2- 経済
□ 注文する（～に） place an order with ... 2- 経済
□ 注文品を完納する complete an order 2- 経済
□ 注文を取り消す cancel an order 2- 経済
□ 中立化する（～を） neutralize 1- 政治
□ 中立主義 neutralism 1- 政治
□ 中立主義の neutral 1- 政治
□ 中立状態［性／政策］ neutrality 1- 政治
□ 駐留 stationing 1- 政治
□ 駐留軍 stationed troops 1- 政治
□ 駐留させる（～を） station 1- 政治
□ 中和する（～を） neutralize 4- 社会
□ 治癒できる curable 5- 健康
□ 治癒力 healing power [abilities] 5- 健康
□ 超一流の superb 3- 生活
□ 懲役 imprisonment with forced labor 4- 社会
□ 腸炎 enteritis 5- 健康
□ 腸炎ビブリオ vibrio parahaemolyticus  5- 健康
□ 超回復 supercompensation 5- 健康

□ 超回復期間 supercompensation period 5- 健康
□ 懲戒免職 disciplinary dismissal / dishonorable discharge 1- 政治
□ 超過勤務時間 overtime 3- 生活
□ 聴覚障害 hearing disorder 5- 健康
□ 聴覚皮質 auditory cortex 5- 健康
□ 超過支出 overspending 2- 経済
□ 腸管 the intestinal tract 5- 健康
□ 長官 secretary 1- 政治
□ 朝刊（紙） morning newspaper [paper] 1- 政治
□ 町議会 town assembly 1- 政治
□ 町議会議員 town assembly member 1- 政治
□ 長期貸付 long-term loan 2- 経済
□ 長期借入金 long-term liability 2- 経済
□ 長期記憶 long-term memory 3- 生活
□ 長期信用銀行 long-term credit bank 2- 経済
□ 超巨大都市（圏） megalopolis 4- 社会
□ 長期ローン long-term loan 2- 経済
□ 彫刻 sculpture 3- 生活
□ 彫刻する（～を） carve 3- 生活
□ 彫刻する（像などを～） sculp 3- 生活
□ 彫刻する（表面などに～） engrave 3- 生活
□ 彫刻刀 chisel 3- 生活
□ 彫刻のように均整の取れた sculpturesque 3- 生活
□ 超国家主義 ultranationalism 1- 政治
□ 超国家主義者 ultranationalist 1- 政治
□ 調査 survey 1- 政治
□ 調査（する） probe 4- 社会
□ 調剤 prescription work / dispensing 5- 健康
□ 調剤室 dispensary 5- 健康
□ 調剤する make up a prescription 5- 健康
□ 調剤薬局 pharmacy 5- 健康
□ 調査研究機関 think tank 2- 経済
□ 弔辞 memorial address 3- 生活
□ 鳥獣保護区 sanctuary 4- 社会
□ 鳥獣保護法 the Wildlife Conservation Law 4- 社会
□ 聴取者 listener 1- 政治
□ 頂上 mountaintop 4- 社会
□ 調書作成 booking 4- 社会
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□ 調書を取る book 4- 社会
□ 弔辞を述べる make a memorial address 3- 生活
□ 聴診器 stethoscope 5- 健康
□ 超新星 supernova 4- 社会
□ 手水舎 hand-washing stone basin 3- 生活
□ 徴税 tax collection 2- 経済
□ 朝鮮半島 the Korean Peninsula 4- 社会
□ 朝鮮民主主義人民共和国 the Democratic People’s Republic of Korea 1- 政治
□ 朝鮮労働党 the Korean Workers’ Party 1- 政治
□ 彫像 figure 2- 経済
□ 超大国 superpower 1- 政治
□ 聴打診 stethoscopy and tapping 5- 健康
□ 調達する（～を） procure 2- 経済
□ 腸チフス typhoid fever 5- 健康
□ 調停 conciliation / arbitration 1- 政治
□ 調停する（～を） conciliate / arbitrate 1- 政治
□ 超低排出ガソリン車 ultra-low emission vehicle 3- 生活
□ 超党派外交 bipartisan diplomacy 1- 政治
□ 超党派の suprapartisan 1- 政治
□ 腸内細菌 intestinal bacteria / enterobacteria 5- 健康
□ 長ネギ green onion 5- 健康
□ 徴兵 conscription / draft 1- 政治
□ 徴兵する（～を） conscript / draft 1- 政治
□ 腸閉塞 intestinal obstruction 5- 健康
□ 諜報事案対策 counterintelligence 4- 社会
□ 潮流 tide 4- 社会
□ 潮流発電 tidal power generation 3- 生活
□ 潮力発電 tidal power generation 3- 生活
□ 貯金する save money 2- 経済
□ 直接援助 direct aid 1- 政治
□ 直接金融 direct financing 2- 経済
□ 直接税 direct tax 2- 経済
□ 直接の face-to-face 1- 政治
□ 直接被害 direct damage 4- 社会
□ 直接民主主義 direct democracy 1- 政治
□ 直線シラバス linear syllabus 3- 生活
□ 直腸 rectum 5- 健康
□ 直腸がん rectum cancer 5- 健康

□ 直立する stand upright [straight] 5- 健康
□ 勅令 imperial decree 1- 政治
□ 著作権侵害 copyright piracy [infringement] 4- 社会
□ 著作権侵害者 pirate 4- 社会
□ 著作権法 the Copyright Law 1- 政治
□ 著者 author 1- 政治
□ 貯水曹 storage container 4- 社会
□ 貯水池 reservoir 4- 社会
□ 貯蔵 storage / preservation 4- 社会
□ 貯蓄する save money 2- 経済
□ 直感記憶 intuitive memory 3- 生活
□ 直径 diameter 4- 社会
□ 著名人 celebrity 3- 生活
□ 地理学 geography 3- 生活
□ 治療 remedy / treatment / cure 5- 健康
□ 治療可能な treatable 5- 健康
□ 治療する（～を） treat 5- 健康
□ 治療不可能な untreatable 5- 健康
□ 治療を受ける undergo treatment [a cure] 5- 健康
□ 遅漏 retarded ejaculation 5- 健康
□ 賃上げ pay raise / pay hike 3- 生活
□ 賃上げする boost payrolls 3- 生活
□ 鎮火 containment 4- 社会
□ 鎮火させる（～を） contain / extinguish 4- 社会
□ 賃金 wage 3- 生活
□ 賃金雇用 employment 3- 生活
□ 賃金の物価スライド wage indexation 3- 生活
□ 鎮静剤 sedative 5- 健康
□ 鎮静剤を投与する（～に） sedate 5- 健康
□ 賃貸契約 lease contract 2- 経済
□ 賃貸契約を解約する terminate one’s lease 2- 経済
□ 沈滞した dull 2- 経済
□ 賃貸する（～を） lease / rent 2- 経済
□ 賃貸料 rent 2- 経済
□ 沈着させる（～を） deposit 5- 健康
□ 鎮痛剤 painkiller / pain reliever 5- 健康
□ 鎮痛する relieve pain 5- 健康
□ チンパンジー chimpanzee 3- 生活
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□ ちんぴら rank-and-file[]low-ranking]]gangster 4- 社会
□ 沈没 sinking 4- 社会
□ 沈没する sink 4- 社会
□ 沈没船 sunken ship 4- 社会

つ

□ 椎間板 intervertebral disk 5- 健康
□ 追撃砲による攻撃 mortar attack 1- 政治
□ 追試 makeup exam 3- 生活
□ 追跡する（～を） track 3- 生活
 hunt / chase 4- 社会
□ 追徴課税 penalty taxation 4- 社会
□ 追悼演説 eulogy 3- 生活
□ 追悼演説を行う（～への） pronounce an eulogy for ... 3- 生活
□ 追悼記事 obituary 1- 政治
□ 追悼式 commemoration 3- 生活
□ 追悼する（～を） commemorate 3- 生活
□ 追放 ouster / exile 1- 政治
□ 追放する exile 1- 政治
□ 追放する（～を） oust / expel 1- 政治
□ 墜落 crash 4- 社会
□ 墜落する go down 4- 社会
□ ツインルーム twin-bedded room 2- 経済
□ 通貨 currency 2- 経済
□ 通貨安定 currency stability 2- 経済
□ 通貨危機 currency crisis 2- 経済
□ 通貨切り上げ currency revaluation 2- 経済
□ 通貨交換 conversion 2- 経済
□ 通貨交換性 convertibility 2- 経済
□ 通貨収縮 deflation 2- 経済
□ 通貨統合 monetary union 2- 経済
□ 通貨膨張 inflation 2- 経済
□ 通貨を安定させる stabilize currency 2- 経済
□ 通勤者 commuter 2- 経済
□ 通勤バス commuter bus 2- 経済
□ 通勤列車 commuter train 2- 経済
□ 通行料 toll 2- 経済

□ 通常国会 ordinary Diet session 1- 政治
□ 通商上の恩恵 trade benefits 1- 政治
□ 通常戦争 conventional war 1- 政治
□ 通常はがき standard post card 2- 経済
□ 通常兵器 conventional weapon 1- 政治
□ 通商問題 trade issue 2- 経済
□ 通信衛星 communication satellite 1- 政治
□ 通信業 communication 2- 経済
□ 通信教育 distance learning 3- 生活
□ 通信施設 communication site 1- 政治
□ 通信社 news agency 1- 政治
□ 通信所 communication site 1- 政治
□ 通信販売 mail-order sale 2- 経済
□ 通知預金 deposit at notice 2- 経済
□ 通年採用 year-round recruitment  3- 生活
□ 痛風 gout 5- 健康
□ 津軽海峡 the Tsugaru Strait 4- 社会
□ 疲れ目 tired eyes 5- 健康
□ 月 moon 4- 社会
□ 月が欠ける wane 4- 社会
□ 突き指 finger sprain 5- 健康
□ 突き指する sprain [jam] one’s finger 5- 健康
□ つくね ground chicken 5- 健康
□ 対馬海峡 the Tsushima Strait 4- 社会
□ ツチ族 Tutsi 1- 政治
□ 土を吹き飛ばす blow soil away 4- 社会
□ 突っ込む（～に） plunge [crash] into ... 4- 社会
□ つなぎ融資 bridge loan 2- 経済
□ 津波 tidal wave / tsunami 4- 社会
□ つぼ pot 3- 生活
□ つま先 toe 5- 健康
□ つま先立ちする tiptoe 5- 健康
□ 詰まりを直す decongest 5- 健康
□ 詰まる congest 5- 健康
□ 罪 sin 3- 生活
□ 罪で裁判にかけられる（～の） go on [stand] trial for ... 4- 社会
□ 罪で逮捕する（～の） arrest on charges of ... 4- 社会
□ 積荷 cargo 2- 経済
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□ 罪深い sinful 3- 生活
□ つむじ風 whirlwind 4- 社会
□ 爪 nail 5- 健康
□ つやのある肌 glowing skin 5- 健康
□ 強気相場 bull market 2- 経済
□ 強く求める（～を） solicit 1- 政治
□ つらら icicle 4- 社会
□ 釣り合い equilibrium 2- 経済
□ つり上がっている be ratcheted up high 2- 経済
□ 釣り人 angler 2- 経済
□ ツル crane 3- 生活

て

□ 手 hand 5- 健康
□ 手当 allowance / benefit 3- 生活
□ 提案 proposal 1- 政治
□ 提案する（～を） propose 1- 政治
□ TA teaching assistant 3- 生活
□ DNA塩基配列 DNA base sequence 4- 社会
□ DNA鑑定 DNA testing 4- 社会
□ T コマース t-commerce 2- 経済
□ ディーゼルエンジン車 diesel engine car 2- 経済
□ ディーゼル粒子フィルター diesel particulate filter 3- 生活
□ DVA動体視力 dynamic visual acuity 5- 健康
□ 定員以上の予約を受け付ける overbook 2- 経済
□ 帝王切開 Caesarean section 5- 健康
□ 低温殺菌 pasteurization 5- 健康
□ 低温殺菌する（～を） pasteurize 5- 健康
□ 停学 suspension 3- 生活
□ 停学にする（～を） suspend 3- 生活
□ 定額配当 regular dividend 2- 経済
□ 低カロリーの low-calorie 5- 健康
□ 定款 the articles of association 2- 経済
□ 低気圧 low air pressure 4- 社会
□ 定期購読 subscription 1- 政治
□ 定期購読者 subscriber 1- 政治
□ 定期購読する（～を） subscribe to ... 1- 政治

□ 定期昇給 regular pay raise / automatic pay raise 3- 生活
□ 定期預金 time deposit 2- 経済
□ デイケア day care 1- 政治
□ 提携 team-up / tie-up / link-up 2- 経済
□ 低血圧症 hypotension / low blood pressure 5- 健康
□ 低血糖症 hypoglycemia 5- 健康
□ 抵抗力 resistance 5- 健康
□ 帝国主義 imperialism 1- 政治
□ 偵察 reconnaissance 1- 政治
□ 偵察機 reconnaissance [spy] plane 1- 政治
□ 低殺菌牛乳 pasteurized milk 5- 健康
□ 停止する come to a halt 2- 経済
□ 低脂肪牛乳 low-fat milk 5- 健康
□ 提出 submission 1- 政治
□ 提出する（～を） submit 1- 政治
□ 提唱 advocacy 1- 政治
□ ディスインフレーション disinflation 2- 経済
□ 定数是正 reappointment of Diet seats 1- 政治
□ 定数に達する achieve a quorum 1- 政治
□ ディスカッション discussion 3- 生活
□ ディスクジョッキー disc jockey 3- 生活
□ 訂正 rectification 1- 政治
□ 訂正する（～を） rectify 1- 政治
□ 定性分析 qualitative analysis 1- 政治
□ 停戦 cease-fire / armistice / truce 1- 政治
□ 定足数 quorum 1- 政治
□ 低体温症 hypothermia 5- 健康
□ 停滞前線 stationary front 4- 社会
□ 泥炭（層） beat deposits 4- 社会
□ 停電 blackout / power failure [outage] 4- 社会
□ 停電する black out 4- 社会
□ 泥土 mud / mire 4- 社会
□ 抵当（権） mortgage 2- 経済
□ 抵当権設定者 mortgagor 2- 経済
□ 抵当権付き住宅ローン mortgage loan 2- 経済
□ 抵当権被設定者 mortgagee 2- 経済
□ 抵当債権 mortgage bond 2- 経済
□ 抵当証券 mortgage securities 2- 経済
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□ 抵当に入れる（～を） take out a mortgage on ... 2- 経済
□ 抵当に取っている（～を） hold a mortgage on ... 2- 経済
□ 抵当保険 mortgage insurance 2- 経済
□ 定年退職 retirement 3- 生活
□ 定年退職年齢 retirement age 3- 生活
□ 停泊する dock 2- 経済
□ ディプロマミル diploma mill 3- 生活
□ ディベート debate 3- 生活
□ 低木地帯 bush 4- 社会
□ 低迷した sluggish / stagnant / slow 2- 経済
□ 泥流 mudslide / mud flow 4- 社会
□ 定量分析 quantitative analysis 1- 政治
□ 低レベル放射性廃棄物 low-level radioactive waste  4- 社会
□ ディンクス double income, no kids 3- 生活
□ データ data 1- 政治
□ データ収集 data collection 1- 政治
□ データに基づいた data-based 1- 政治
□ データ分析 data mining 4- 社会
□ データベースマーケティング database marketing 2- 経済
□ データを収集する collect data 1- 政治
□ デオキシリボ核酸 deoxyribonucleic acid  5- 健康
□ 手がかり clue 4- 社会
□ 出稼ぎ労働者 migrant worker 3- 生活
□ 手形 bill 2- 経済
□ テキーラ tequila 5- 健康
□ 適応障害 adjustment disorder 5- 健康
□ 適応障害になる suffer an adjustment disorder 5- 健康
□ 敵国 enemy state 1- 政治
□ 溺死 drowning 4- 社会
□ 摘出 removal / elimination 5- 健康
□ 摘出する（～を） remove / eliminate 5- 健康
□ テキストメール通信 text messaging 3- 生活
□ 適正価格 fair price 5- 健康
□ 適性能力 competency 2- 経済
□ 敵対者 antagonist 1- 政治
□ 敵対的買収 hostile takeover 2- 経済
□ 出来高 (trading) volume / turnover 2- 経済
□ てき弾発射器 grenade launcher 1- 政治

□ 適量飲酒 moderate drinking 5- 健康
□ できる（かさぶたが～） form 5- 健康
□ 出口調査 exit poll 1- 政治
□ 手首 wrist 5- 健康
□ テコ入れする（～を） prop up ... 2- 経済
□ 手ごろな（価格が） reasonable 2- 経済
□ デジタル（の） digital 3- 生活
□ デジタルアーカイブ digital archives 3- 生活
□ デジタルアーティスト digital artist 3- 生活
□ デジタル回線 digital line 3- 生活
□ デジタル格差 digital divide 3- 生活
□ デジタル格差を解消する bridge digital divide 3- 生活
□ デジタル化する（～を） digitize 3- 生活
□ デジタル家電 digitalized consumer appliances 3- 生活
□ デジタルカメラ digital camera 3- 生活
□ デジタル効果合成担当 digital effects compositor 3- 生活
□ デジタル通信 digital communications 3- 生活
□ デジタル通信網 digital communication network 3- 生活
□ デジタルテレビ digital television 3- 生活
□ デジタル的に digitally 3- 生活
□ デジタルハイビジョン digital Hi-vision 3- 生活
□ デジタルビデオカメラ digital video camera 3- 生活
□ デシベル decibel 4- 社会
□ 手製爆弾 homemade bomb 1- 政治
□ 手相占い palm reading 3- 生活
□ デタント détente 1- 政治
□ 鉄 iron 2- 経済
□ 撤回 retraction 1- 政治
□ 撤回する（～を） retract 1- 政治
□ 哲学 philosophy 3- 生活
□ 鉄鉱石 iron ore 2- 経済
□ 鉄条網 entanglement 1- 政治
□ 撤退 retreat / withdrawal / pullout 1- 政治
□ 撤退する（～から） retreat [withdraw] from ... / pull out of ... 1- 政治
□ 徹底した thorough 1- 政治
□ 鉄分 iron 5- 健康
□ 鉄分欠乏性貧血 iron deficiency anemia 5- 健康
□ 鉄砲水 flash flood 4- 社会
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□ 手に入れる（領土を～） acquire / win / grab 1- 政治
□ 手荷物受け取り所 baggage claim 2- 経済
□ 手荷物を預ける check baggage 2- 経済
□ 手荷物を受け取る claim baggage 2- 経済
□ 手の甲 back of one’s [the] hand 5- 健康
□ 手のひら palm 5- 健康
□ デノミネーション（デノミ） redenomination 2- 経済
□ デパート department store 2- 経済
□ 手羽先 chicken wing 5- 健康
□ デビットカード debit card 2- 経済
□ デフレ（ーション）  deflation 2- 経済
□ デフレスパイラル deflation spiral 2- 経済
□ デフレの deflationary 2- 経済
□ テポドン・ミサイル Taepodong missile 1- 政治
□ デモ demonstration 4- 社会
□ デモ参加者 demonstrator 4- 社会
□ デモをする demonstrate 4- 社会
□ デュークス double employed with kids 3- 生活
□ 寺 temple 3- 生活
□ デリバティブ derivatives / financial derivative product 2- 経済
□ δ（デルタ）波 delta wave 5- 健康
□ デルタフォース the Delta Force 1- 政治
□ テレビ会議 TV conference 3- 生活
□ テレビ局 TV station 1- 政治
□ テレビコマーシャル TV commercial 1- 政治
□ テレビショッピング TV shopping 2- 経済
□ テレビタレント TV personality / TV celebrity [performer] 3- 生活
□ テレビディナー TV dinner 5- 健康
□ テレビに出演する appear on TV 1- 政治
□ テレビ番組 TV program  1- 政治
□ テロ（行為） terrorism / terror / terrorist attack 1- 政治
□ テロ支援国家 state sponsor of terrorism 1- 政治
□ テロ対策 measures against terrorism / counterterrorism /  1- 政治
 antiterrorism / war on terrorism /
 antiterrorism operation [measure]
□ テロと戦う fight [battle] (against) terrorism 1- 政治
□ テロの標的になる become terrorist targets 1- 政治
□ テロリスト terrorist 1- 政治

□ テロリストによる占拠事件 terrorist takeover 4- 社会
□ テロリストの温床 haven [hotbed] for terrorists 1- 政治
□ テロリストをかくまう harbor terrorists 1- 政治
□ テロを撲滅する weed out terrorism 1- 政治
□ 転移 metastasis 5- 健康
□ 電位 electric potential 5- 健康
□ 転移する metastasize / spread 5- 健康
□ 転移性の metastatic 5- 健康
□ 店員 store clerk 3- 生活
□ 添加物 additive 4- 社会
□ てんかん epilepsy 5- 健康
□ 転換社債 convertible debenture (bond) 2- 経済
□ 転換優先株 convertible preferred stock 2- 経済
□ 伝記 biography 3- 生活
□ 電気 electricity 3- 生活
□ 天気案内 weather report 4- 社会
□ 電気系統の異常 electrical fault 4- 社会
□ 電気刺激 electric stimulation 5- 健康
□ 電気自動車 electric vehicle / electric car 2- 経済
□ 天気図 weather chart [map] 4- 社会
□ 天気予報 weather forecast 4- 社会
□ 天国 heaven 3- 生活
□ 天使 angel 3- 生活
□ 点字 braille 1- 政治
□ 電子 electron 4- 社会
□ 電子株式市場 electronic stock market 2- 経済
□ 点字機 braille writer 1- 政治
□ 電子掲示板 bulletin board system 3- 生活
□ 電子決済 electronic settlement 2- 経済
□ 電子工学 electronic engineering / electronics 3- 生活
□ 電子小切手 electronic check 2- 経済
□ 電子商取引 e-commerce 2- 経済
□ 電子政府 e-government 1- 政治
□ 電子戦争 electronic warfare 1- 政治
□ 電子投票 e-voting 1- 政治
□ 電子取引 electronic commerce / e-trading / online transaction 2- 経済
□ 点字に訳す transcribe [put] into braille 1- 政治
□ 電子入札 electronic bid 2- 経済
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□ 電子認証 e-certification / electronic authentication 1- 政治
□ 電磁波 electromagnetic wave 4- 社会
□ 電磁場 electromagnetic field 4- 社会
□ 電磁波過敏症 electrical hypersensitivity 4- 社会
□ 電子マネー electronic money 2- 経済
□ 電子メール（を送る） e-mail 3- 生活
□ 電車 electric train 2- 経済
□ 電車車両 car 2- 経済
□ 天井入りする top out 2- 経済
□ 添乗員 tour conductor 2- 経済
□ 天職 vocation 3- 生活
□ 転職 job hopping 3- 生活
□ 転職する change jobs 3- 生活
□ 転職を繰り返すこと job-hopping 3- 生活
□ 転職を繰り返す人 job-hopper 3- 生活
□ 電子レンジ microwave 5- 健康
□ 電子レンジで調理する（～を） microwave 5- 健康
□ 電子レンジで調理できる microwavable 5- 健康
□ 点字を読む read braille 1- 政治
□ 伝染 transmission 5- 健康
□ 電線 power line / electrical wire / cable 3- 生活
□ 伝染させる（～を） transmit 5- 健康
□ 伝染性の transmissible 5- 健康
□ 伝染病 plague 5- 健康
□ 転送 forwarding 2- 経済
□ 転送先住所 forwarding address 2- 経済
□ 天体望遠鏡 astronomical telescope 3- 生活
□ 点滴 intravenous drip 5- 健康
□ 店頭株 over-the-counter 2- 経済
□ 伝統治療 traditional medicine 5- 健康
□ 伝統的流通チャンネル conventional distribution channel 2- 経済
□ 店頭販売 over-the-counter sale 2- 経済
□ 店頭銘柄気配自動通報システム the National Association of Securities Dealers 2- 経済
 Automated Quotaions
□ 天然ウラン natural uran 3- 生活
□ 天然ガス natural gas 2- 経済
□ 天然ゴム natural gum 2- 経済
□ 天然痘 smallpox 5- 健康

□ 天然痘ウイルス smallpox virus 5- 健康
□ 天皇 emperor 1- 政治
□ 電脳空間 cyberspace 3- 生活
□ 天王星 Uranus 4- 社会
□ 天皇制 the imperial system 1- 政治
□ 天皇誕生日 the Emperor’s Birthday 3- 生活
□ 電波 radio wave 4- 社会
□ 電波探査機 radar 1- 政治
□ 点鼻薬 nose drops / nasal spray 5- 健康
□ てんびん座 Libra 3- 生活
□ 転覆 capsizing 4- 社会
□ 転覆する［させる］ capsize 4- 社会
□ でんぷん starch 5- 健康
□ 天文学 astronomy 3- 生活
□ 天文学者 astronomer 3- 生活
□ 天文学的数字 astronomical figure 3- 生活
□ 天文学的な astronomical 3- 生活
□ 天文台 observatory 3- 生活
□ 展覧会 exhibition 3- 生活
□ 電離層 ionosphere 4- 社会
□ 電力供給 power supply 4- 社会

と

□ ドイツ連邦共和国 the Federal Republic of Germany 1- 政治
  2- 経済
□ ドイツ連邦銀行 the Bundesbank 2- 経済
□ 塔 tower / pagoda 3- 生活
□ 銅 copper 2- 経済
□ 等圧線 isobar 4- 社会
□ 同意 consensus 1- 政治
□ 同意（承諾）する consent 1- 政治
□ 同位体 isotope 1- 政治
□ 統一 unification 1- 政治
□ 統一する（～を） unite 1- 政治
□ 同一の地位の者（相手側と～） counterpart 1- 政治
□ 党員 party member 1- 政治
□ 等温線 contour 4- 社会
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□ 同化 assimilation 1- 政治
□ 倒壊した建物の残骸 ruins of a collapsed building 4- 社会
□ 同化させる（～を） assimilate 1- 政治
□ 同化政策 assimilationism 1- 政治
□ とうがらし red pepper 5- 健康
□ 導管 excretory duct 5- 健康
□ 投機 speculation 2- 経済
□ 陶器 earthenware 2- 経済
□ 動機 motive 4- 社会
□ 動悸 palpitation 5- 健康
□ 動議 motion 1- 政治
□ 騰貴（通貨価値の） appreciation 2- 経済
□ 投機資本 venture capital 2- 経済
□ 当期純利益 bottom line 2- 経済
□ 投棄する（～を） dump 4- 社会
□ 動機づけ motivation 3- 生活
□ 動機づける（～を） motivate 3- 生活
□ 投機的資本 speculative capital 2- 経済
□ 投機的な speculative 2- 経済
□ 東京原則 the Tokyo Principles 1- 政治
□ 東京証券取引所 the Tokyo Stock Exchange 2- 経済
□ 東京地方検察庁特別捜査部 the Tokyo Special Investigation Squad 4- 社会
□ 東京湾 Tokyo Bay 4- 社会
□ 動議を却下する reject a motion 1- 政治
□ 動議を支持する second a motion 1- 政治
□ 動議を提出する propose a motion 1- 政治
□ 峠 (mountain) pass 4- 社会
□ 陶芸 ceramic art / ceramics 3- 生活
□ 統計（学） statistics 1- 政治
□ 陶芸家 potter / ceramic artist / ceramist 3- 生活
□ 統計学 statistics 3- 生活
□ 陶芸作品 ceramic work 3- 生活
□ 統計上の statistical 1- 政治
□ 凍結（する） freeze 1- 政治
□ 凍結乾燥する freeze-dry 5- 健康
□ 統合 integration / consolidation 1- 政治
□ 瞳孔 pupil 5- 健康
□ 統合医療 integrative medicine 5- 健康

□ 統合参謀本部 the Joint Chiefs of Staff 1- 政治
□ 統合参謀本部議長 the Chairman of the Joint Chiefs of Staff 1- 政治
□ 統合失調患者 schizophrenic 5- 健康
□ 統合失調症 schizophrenia 5- 健康
□ 統合失調症の schizophrenic 5- 健康
□ 統合する（～を） integrate / consolidate 1- 政治
□ 瞳孔反応 pupillary reaction [reflex] 5- 健康
□ 党綱領 platform 1- 政治
□ 投獄 imprisonment 4- 社会
□ 投獄する（～を） imprison 4- 社会
□ 搭載量 burden 1- 政治
□ 東西冷戦 the Cold War 1- 政治
□ 盗作 plagiarism 4- 社会
□ 盗作する（～を） plagiarize 4- 社会
□ 当座預金口座 checking account 2- 経済
□ 倒産 bankruptcy 2- 経済
□ 銅山 copper mine 2- 経済
□ 倒産させる bankrupt 2- 経済
□ 倒産した bankrupt 2- 経済
□ 倒産する go [become] bankrupt / go out of business 2- 経済
□ 投資 investment 2- 経済
□ 冬至 winter solstice 4- 社会
□ 導師 guru 3- 生活
□ 同士撃ち friendly fire 1- 政治
□ 投資家 investor / speculator 2- 経済
□ 投資家の信頼 investor confidence 2- 経済
□ 投資家向け広報 investor relations 2- 経済
□ 投資銀行 investment bank 2- 経済
□ 投資信託（オープン型） mutual fund 2- 経済
□ 投資信託（契約型） investment trust 2- 経済
□ 投資する invest 2- 経済
□ 糖質 sugar / glucide 5- 健康
□ 同質性 homogeneity 1- 政治
□ 同質な homegeneous 1- 政治
□ 同時の simultaneous 1- 政治
□ 等尺性筋運動 isometric exercise 5- 健康
□ 党首 party leader 1- 政治
□ 凍傷 frostbite 5- 健康
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□ 搭乗 embarkation / boarding 2- 経済
□ 搭乗［船出，積載］する embark 2- 経済
□ 東証株価指数 the Tokyo Stock Exchange Price Index 2- 経済
□ 搭乗券 boarding pass 2- 経済
□ 搭乗手続きをする go through boarding procedures 2- 経済
□ 同情票 sympathy vote 1- 政治
□ 投書欄 reader’s column / letter-to-the-editor column 1- 政治
□ 投資利益率 return on investment 2- 経済
□ 同棲 cohabitation 3- 生活
□ 同性愛 homosexuality 5- 健康
□ 同性愛（者）嫌悪 homophobia 5- 健康
□ 同性愛（者）を嫌悪する homophobic 5- 健康
□ 同性愛者 homosexual 5- 健康
□ 同性愛者（男性～） gay 5- 健康
□ 同性愛ではない straight 5- 健康
□ 同性愛の homosexual 5- 健康
□ 同性結婚 same-sex marriage 3- 生活
□ 同性結婚を禁じる ban same-sex marriages 3- 生活
□ 同棲者 cohabitant 3- 生活
□ 同棲する（～と） cohabit with ... 3- 生活
□ 同性同士の結婚 gay marriage 3- 生活
□ 透析器 dialyzer 5- 健康
□ 投石する throw stones 1- 政治
□ 透析する［される］ dialyze 5- 健康
□ 当選 victory 1- 政治
□ 当選者 winner 1- 政治
□ 当選する win an election 1- 政治
□ 同窓会 alumni association / class reunion 3- 生活
□ 同窓会パーティー alumni party 3- 生活
□ 党総裁選 party’s presidential election 1- 政治
□ 同族会社 family business 2- 経済
□ 等速性筋運動 isokinetic exercise 5- 健康
□ 灯台 lighthouse 4- 社会
□ 党大会 convention 1- 政治
□ 動体視力 visual acuity 5- 健康
□ 胴体着陸 belly landing 2- 経済
□ 銅たく bell-shaped bronze vessel 2- 経済
□ 統治する（～を） govern / rule / reign / control 1- 政治

□ 到着 arrival 2- 経済
□ 到着予定時刻 estimated arrival time 2- 経済
□ 盗聴 wiretapping / phone-tapping 4- 社会
□ 盗聴する（～を） wiretap / tap / bug 4- 社会
□ 等張性筋運動 isotonic exercise 5- 健康
□ 頭頂葉 parietal lobe 5- 健康
□ 導電性ポリマー electroconductive polymer 3- 生活
□ 道徳 moral 4- 社会
□ 頭取 bank president 2- 経済
□ 東南アジア諸国連合 the Association of Southeast Asian Nations 1- 政治
□ 豆乳 soy milk 5- 健康
□ 糖尿 glycosuria 5- 健康
□ 糖尿病 diabetes 5- 健康
□ 糖尿病患者 diabetic 5- 健康
□ 糖尿病の diabetic 5- 健康
□ 党の公認 official party endorsement 1- 政治
□ 党派性の強い partisan 1- 政治
□ 投票（する） vote 1- 政治
□ 投票結果 the poll 1- 政治
□ 投票権 voting right 1- 政治
□ 投票者 voter 1- 政治
□ 投票所 polling place [station] 1- 政治
□ 投票立会人 poll watcher 1- 政治
□ 投票率 turnout 1- 政治
□ 逃避を求める（～からの） seek escape from ... 3- 生活
□ 豆腐 tofu 5- 健康
□ 同封する（～を） enclose 2- 経済
□ 動物園 zoo 3- 生活
□ 動物恐怖症 zoophobia 5- 健康
□ 動物性タンパク質 animal protein 5- 健康
□ 逃亡 desertion 1- 政治
□ 同胞愛 fraternity 3- 生活
□ 逃亡したままである remain at large 4- 社会
□ 逃亡者 fugitive 4- 社会
□ 逃亡者（軍からの～） deserter 1- 政治
□ 東方正教会 the Eastern Orthodox Church 3- 生活
□ 逃亡中である be at large / be on the run 4- 社会
□ 動脈 artery 5- 健康
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□ 動脈硬化 arteriosclerosis 5- 健康
□ 動脈硬化症 arteriosclerosis 5- 健康
□ 動脈瘤 aneurysm 5- 健康
□ 島民 islander 4- 社会
□ 同盟 alliance 1- 政治
□ 同盟国 ally 1- 政治
□ 同盟する ally 1- 政治
□ 透明性 transparency 1- 政治
□ 透明袋 transparent bag 4- 社会
□ 灯油 kerosene / paraffin 2- 経済
□ 動乱 disturbance / unrest 1- 政治
□ 道路 road 2- 経済
□ 灯ろう流し lantern floating 3- 生活
□ 登録 registration 1- 政治
□ 登録［登記］されていない unregistered 1- 政治
□ 登録者 registrant 1- 政治
□ 登録商標 registered trademark 1- 政治
□ 登録する enroll 3- 生活
□ 登録する（Aを Bとして～） register A as B 1- 政治
□ 登録制 registration system 1- 政治
□ 登録番号 registration number 1- 政治
□ 登録料 registration fee 1- 政治
□ 道路交通法 the Road Traffic Law 1- 政治
□ 道路脇 roadside 4- 社会
□ トーイックテスト TOEIC test 3- 生活
□ ドーバー海峡 the Strait of Dover 4- 社会
□ ドーパミン dopamine 5- 健康
□ トーフルテスト TOEFL test 3- 生活
□ ～通り street 2- 経済
□ 都会化する（～を） urbanize 4- 社会
□ トカゲ lizard 4- 社会
□ 土管 drainpipe 4- 社会
□ トキ ibis 3- 生活
□ 土器 earthenware 2- 経済
□ ドキュメンタリー documentary 3- 生活
□ 得意客 patron 2- 経済
□ 毒入りの poisoned 4- 社会
□ 土偶 earthen [clay]  2- 経済

□ 独学 self-study 3- 生活
□ 独裁 autocracy / dictatorship 1- 政治
□ 独裁者 dictator / autocrat 1- 政治
□ 独裁政治 dictatorship 1- 政治
□ 独裁的な autocratic 1- 政治
□ 毒殺 poisoning 4- 社会
□ 毒殺者 poisoner 4- 社会
□ 毒殺する（～を） poison 4- 社会
□ 特使 envoy 1- 政治
□ 篤志家 benefactor 1- 政治
□ 特集記事 feature / cover story 1- 政治
□ 特集する（～を） feature 1- 政治
□ 特集ページ op-ed 1- 政治
□ 特殊急襲部隊 the Special Assault Team 4- 社会
□ 特殊空挺部隊 the Special Air Service 1- 政治
□ 特殊効果 special effects 3- 生活
□ 特殊作戦群（特戦群） the Special Forces Group 1- 政治
□ 特殊武装戦術部隊 the Special Weapon and Tactics 4- 社会
□ 特殊法人 special public corporation 1- 政治
□ 独占 monopoly 2- 経済
□ 独善 self-righteousness 1- 政治
□ 独占価格 monopolistic price 2- 経済
□ 独占禁止法（独禁法） the Antimonopoly Law 1- 政治
□ 独占する（～を） monopolize 2- 経済
□ 独占的な monopolistic 2- 経済
□ 毒素 toxin 5- 健康
□ 督促状 reminder 2- 経済
□ ドクターヘリコプター medevac helicopter 5- 健康
□ 特ダネ scoop 1- 政治
□ 特定（化） identification 4- 社会
□ 特定可能な identifiable 4- 社会
□ 特定する（～を） identify 4- 社会
□ 特定任務乗組員 mission specialist 3- 生活
□ 得点 point / score 3- 生活
□ 特派員 correspondent 1- 政治
□ 得票する garner 1- 政治
□ 毒物恐怖症 toxicophobia 5- 健康
□ 特別委員会 ad hoc committee 1- 政治
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□ 特別行政区 special administrative region(s) 1- 政治
□ 特別公務員 special government employee  3- 生活
□ 特別国会 special Diet session 1- 政治
□ 特別室 suite 2- 経済
□ 特別児童扶養手当 special child rearing allowance 1- 政治
□ 特別賞 the Special  Award 3- 生活
□ 特別損益 special profits and losses 2- 経済
□ 特別配当 extra dividend 2- 経済
□ 特別背任 aggravated breach of trust  4- 社会
□ 特別番組 special program 1- 政治
□ 独房 private [solitary] cell 4- 社会
□ 匿名 anonymity 1- 政治
□ 匿名を条件に on conditions of anonymity 1- 政治
□ 匿名を条件に話す speak on the condition of anonymity 1- 政治
□ 毒薬条項 poison pill 2- 経済
□ 独立 independence 1- 政治
□ 独立記念日 the Independence Day 3- 生活
□ 独立行政法人 independent administrative institution [corporation] 1- 政治
□ 独立国 independent state 1- 政治
□ 独立国家共同体 the Commonwealth of Independent States 1- 政治
□ 独立国家を樹立する establish an independent sovereignty 1- 政治
□ 独立する get [gain / achieve / win] independence /  1- 政治
 become independent
□ 独立宣言 the Declaration of Independence 1- 政治
□ 独立法務官 independent legal counsel 4- 社会
□ 独立を維持する maintain [preserve] independence 1- 政治
□ 独立を宣言する declare [proclaim] independence 1- 政治
□ 独立を求める seek independence 1- 政治
□ 時計回りの（に） clockwise 4- 社会
□ ドコサヘキサエン酸 docosahexaenoic acid 5- 健康
□ 床ずれ bedsore 5- 健康
□ トコフェロール tocopherol 5- 健康
□ 都市ガス city gas 2- 経済
□ 都市銀行 city bank 2- 経済
□ 都市部 urban area 4- 社会
□ 土壌 soil 2- 経済
□ 土壌汚染 soil pollution 4- 社会
□ 土壌保全 soil conservation 4- 社会

□ 土星 Saturn 4- 社会
□ 土石流 rock slide 4- 社会
□ 土葬 burial 3- 生活
□ 土葬［埋葬］する（～を） bury 3- 生活
□ 土地所有者 landowner 2- 経済
□ 土地の強制収用 forcible acquisition of land 1- 政治
□ 土地紛争 land dispute 1- 政治
□ 特急列車 (limited) express train 2- 経済
□ 特許 patent 2- 経済
□ 特許権利 patent rights 2- 経済
□ 特許権利所有者 patentee 2- 経済
□ 特許庁 the Japan Paten Office / the Patent Office 1- 政治
□ 特許を与える give [grant] a patent 2- 経済
□ 特許を申請する apply for a patent 2- 経済
□ 取っ組み合いをする（～と） scuffle with ... 4- 社会
□ 特恵関税 preferential tariff 2- 経済
□ 特権意識 a sense of privilege 1- 政治
□ 特権階級 the privileged classes 1- 政治
□ 突然変異 mutation 5- 健康
□ 突然変異種 mutated strain 5- 健康
□ ドットコム企業 dot-com firm 2- 経済
□ 突破口 breakthrough 1- 政治
□ 突破口を開く achieve a breakthrough 1- 政治
□ 突発性急性腰痛症 sprained lower back / slipped disk 5- 健康
□ 突風 blast / gust 4- 社会
□ トップ記事 cover story 1- 政治
□ トップニュース lead story 1- 政治
□ トップを占める top 1- 政治
□ 土手 bank / riverbank 4- 社会
□ トド sea lion 3- 生活
□ 都道府県 prefecture / prefectural government 1- 政治
□ 都道府県議会 prefectural assembly 1- 政治
□ 都道府県議会議員 prefectural assembly member 1- 政治
□ 都道府県条例 prefectural ordinance 1- 政治
□ 都道府県庁 prefectural office 1- 政治
□ 届け registration 1- 政治
□ ドナー donor 5- 健康
□ 賭博 gambling / game of chances 3- 生活
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□ トピックス the Tokyo Stock Exchange Price Index 2- 経済
□ 土木工学 civil engineering 3- 生活
□ ドボルザーク（チェコ） Dvorak 3- 生活
□ 共働き世帯 dual-earner household 3- 生活
□ トラ tiger 3- 生活
□ 虎（寅） tiger 3- 生活
□ ドライフルーツ dried fruit 5- 健康
□ トラウマ trauma 5- 健康
□ ドラッグストア drugstore 2- 経済
□ ドラマ drama 3- 生活
□ 囚われた人 captive 4- 社会
□ トランスジェンダー transgender 5- 健康
□ 酉（鶏） rooster 3- 生活
□ 鳥居 shrine gate 3- 生活
□ 鳥インフルエンザ bird flu 5- 健康
□ 取り消し cancellation 2- 経済
□ 取消 abolishment / rescindment 1- 政治
□ 取り消す（～を） withdraw 1- 政治
□ 取締役 director 2- 経済
□ 取締役会 board of directors / corporate board of directors 2- 経済
□ 取り締まる（～を） crack down on ... 4- 社会
□ 取り調べ interrogation 4- 社会
□ 取り調べ室 interrogation room 4- 社会
□ トリチウム tritium 1- 政治
□ 砦 fort / fortress 1- 政治
□ 取引 trading 2- 経済
□ ドル dollar 2- 経済
□ 取るに足らない trivial 1- 政治
□ トルネード tornado 4- 社会
□ トレイ tray 3- 生活
□ トレーサビリティ traceability 2- 経済
□ トレビの泉（イタリア） the Trevi Fountain 2- 経済
□ トレポネーマ・パリダム Treponema pallidum 5- 健康
□ 取れる（かさぶたが～） come off 5- 健康
□ トロ fatty tuna 5- 健康
□ トロール漁業 trawling 2- 経済
□ 泥仕合 mud slinging 1- 政治
□ 泥棒 thief / larcenist 4- 社会

□ どんぐり acorn 4- 社会
□ トンネル tunnel 4- 社会

な

□ ナイアガラの滝 the Niagara Falls 4- 社会
□ ナイアシン niacin 5- 健康
□ 内科医 physician / internist 5- 健康
□ 内外価格差 price gap between domestic and overseas markets 2- 経済
□ 内閣 cabinet 1- 政治
□ 内閣官房 the Cabinet Secretariat 1- 政治
□ 内閣官房参与 the Special Advisor to the Cabinet 1- 政治
□ 内閣官房長官 the Chief Cabinet Secretary 1- 政治
□ 内閣官房副長官 the Deputy Chief Cabinet Secretary 1- 政治
□ 内閣官房副長官補 the Assistant Chief Cabinet Secretary 1- 政治
□ 内閣官房報償費 the cabinet secretariat’s classified fund 1- 政治
□ 内閣技官 the Cabinet Technical Official 1- 政治
□ 内閣危機管理監 the Deputy Chief Cabinet Secretary for Crisis 1- 政治
 Management
□ 内閣広報官 the Cabinet Public Relations Secretary [Office] 1- 政治
□ 内閣参事官 the Counsellor, Cabinet Secretariat 1- 政治
□ 内閣事務官 the Cabinet Official 1- 政治
□ 内閣情報官 the Director of Cabinet Intelligence 1- 政治
□ 内閣審議官 the Councillor, Cabinet Secretariat 1- 政治
□ 内閣総務官 the Director-General, Cabinet Affairs Office 1- 政治
□ 内閣総務官室 the Cabinet Affairs Office 1- 政治
□ 内閣総理大臣 the Prime Minister of Japan 1- 政治
□ 内閣総理大臣秘書官 the Executive Secretary to the PrimeMinister 1- 政治
□ 内閣総理大臣補佐官 the Special Advisor to the Prime Minister 1- 政治
□ 内閣府 the Cabinet Office 1- 政治
□ 内閣府特命担当大臣 minister of state 1- 政治
□ 内閣法制局 the Cabinet Legislation Bureau 1- 政治
□ 内閣を改造する reshuffle a cabinet 1- 政治
□ 内国歳入庁 the Internal Revenue Service 2- 経済
□ 内国民待遇    national treatment 2- 経済
□ 内耳 the inner ear 5- 健康
□ 内視鏡 endoscope 5- 健康
□ 内需 domestic demand 2- 経済
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□ 内需拡大 expansion of domestic demand 2- 経済
□ 内出血 internal bleeding 5- 健康
□ 内需を拡大する expand domestic demand 2- 経済
□ 内相 the Home Secretary 1- 政治
□ 内臓 internal organ 5- 健康
□ 内臓脂肪 internal organ fat / offal fat 5- 健康
□ 内側広筋 vastus medialis 5- 健康
□ 内部監査 internal audit / in-house audit 2- 経済
□ 内部監査人 internal auditor 2- 経済
□ 内部告発者 whistleblower / internal / informer 4- 社会
□ 内部告発する（～を） blow the whistle on ... 4- 社会
□ 内部の緊張 intramural tensions 1- 政治
□ 内部利益率 internal rate of return 2- 経済
□ 内分泌 internal section 5- 健康
□ 内分泌撹乱化学物質 endocrine-disruptive chemicals / hormone disrupter 4- 社会
□ 内分泌作用 internal secretion 4- 社会
□ 内分泌腺 endocrine gland 5- 健康
□ 内務省 the Department of the Interior / the Home Office 1- 政治
□ 内務長官 the Secretary of Interior 1- 政治
□ 内容真偽 true or false 3- 生活
□ 長引く緊張 lingering tensions 1- 政治
□ 長引くせき prolonged coghing 5- 健康
□ 中身のない約束をする make an empty promise 1- 政治
□ 中指 middle finger 5- 健康
□ 流れ flow 4- 社会
□ 流れる flow 4- 社会
□ 慰め consolation 3- 生活
□ 殴り合い fistfight 4- 社会
□ 投げ売り dumping 2- 経済
□ ナシの木 pear tree 4- 社会
□ なす eggplant 5- 健康
□ ナスダック the National Association of Securities Dealers 2- 経済
 Automated Quotaions
□ ナズダック総合指数 the NASDAQ Composite Index 2- 経済
□ なだれ avalanche 4- 社会
□ ナチュラルキラー（NK）細胞 natural killer cell 5- 健康
□ 納豆 fermented soybean / natto 5- 健康
□ 納得診療 informed consent 5- 健康

□ 七つの海 the Seven Seas 4- 社会
□ 七つの大罪 the Seven Deadly Sins 3- 生活
□ ナノテクノロジー nano-technology 3- 生活
□ ナマケモノ sloth 3- 生活
□ 生ゴミ kitchen garbage 4- 社会
□ 生ビール draft beer 5- 健康
□ 鉛 lead 4- 社会
□ 波 wave 4- 社会
□ 涙目 watery eyes 5- 健康
□ 涙を流す shed tears 5- 健康
□ 波の多い wavy 4- 社会
□ なめらかな肌 smooth skin 5- 健康
□ 並べ替え rearrangement 3- 生活
□ 鳴り響く（銃声が～） ring out 1- 政治
□ ナルコレプシー narcolepsy 5- 健康
□ 南緯 the southern latitude 4- 社会
□ 軟化剤 softener 5- 健康
□ 南極（大陸） Antarctica / the Antarctic Continent 4- 社会
□ 南極海 the Antarctic Ocean 4- 社会
□ 南極圏 the Antarctic 4- 社会
□ 南極大陸 the Antarctic Continent 4- 社会
□ 南極点 the South Pole 4- 社会
□ 軟膏 ointment 5- 健康
□ 軟口蓋  soft palate / velum 5- 健康
□ 軟口蓋の velar 5- 健康
□ 軟骨 cartilage 5- 健康
□ 軟水 soft water 5- 健康
□ 軟性下疳 chancroid / soft chancre 5- 健康
□ 難聴 hearing loss 5- 健康
□ 難破 shipwreck 4- 社会
□ 難破する suffer shipwreck 4- 社会
□ 南米大陸 the South American Continent 4- 社会
□ 軟便 loose stools 5- 健康
□ 難民 refugee 1- 政治
□ 難民収容キャンプ refugee camp 1- 政治
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に

□ 二［三］重に見える see [have] double [triple] vision 5- 健康
□ ニアミス near miss / air miss 4- 社会
□ ニアミスする（～と） have a near collision with ... 4- 社会
□ ニート NEET 3- 生活
□ 二院制 two-chamber system 1- 政治
□ 二か国語放送 bilingual broadcast 1- 政治
□ 二期作 semiannual cropping 2- 経済
□ にきび pimple / acne 5- 健康
□ にきびあと acne spot 5- 健康
□ 二極化世界 bipolar world 1- 政治
□ 肉 meat 5- 健康
□ 肉眼的血尿 gross [macroscopic] hematuria 5- 健康
□ 肉体的疲労 physical fatigue 5- 健康
□ 肉体の physical 5- 健康
□ 肉体労働者 blue-collar worker / physical [manual] laborer 3- 生活
□ 肉だんご meatball 5- 健康
□ 肉離れ muscle strain 5- 健康
□ 逃げ遅れる fail to get out in time 4- 社会
□ 二国間条約 bilateral treaty 1- 政治
□ 二国間の bilateral 1- 政治
□ ニコチン酸 nicotinic acid 5- 健康
□ 二酸化硫黄（亜硫酸ガス） sulfur dioxide 4- 社会
□ 二酸化塩素 chlorine dioxide (CIO2) 3- 生活
□ 二酸化炭素 carbon dioxide 4- 社会
□ 二酸化窒素 nitrogen dioxide 4- 社会
□ 二次感染 secondary infection 5- 健康
□ 二重価格 dual price 2- 経済
□ 二重課税 double taxation 2- 経済
□ 二重基準 double standard 1- 政治
□ 二重国籍 dual nationality 1- 政治
□ 二重処罰の禁止 double jeopardy 4- 社会
□ 二重人格 split personality 5- 健康
□ 二重スパイ double agent 4- 社会
□ 20 年固定金利住宅ローン 20-year fixed-rate mortgage 2- 経済
□ 24 時間態勢の round-the-clock 1- 政治
□ ニシン herring 5- 健康

□ にせの bogus / fake / phony 4- 社会
□ 日銀短観 the Short-Term Economic Survey of Principal 2- 経済
 Enterprise in Japan
□ 日常業務 routine 3- 生活
□ 日米安全保障条約 the Japan-U.S. Security Treaty /  1- 政治
 Treaty of Mutual Cooperation and Security 
 Between Japan and the United States of America
□ 日刊（紙） daily newspaper [paper] 1- 政治
□ 日経平均株価 the Nikkei Stock Average 2- 経済
□ ニッケル nickel 4- 社会
□ 日光の量を減らす reduce the amount of sunlight 4- 社会
□ 日光を遮断する block sunlight 4- 社会
□ 日射病 sunstroke 5- 健康
□ 日照権 right to sunlight 1- 政治
□ 日中平和友好条約 the Japan-China Treaty of Peace and Friendship 1- 政治
□ 日朝平壌宣言 the Japan-DPRK Pyongyang Declaration 1- 政治
□ 日本列島 the Japanese Archipelago 4- 社会
□ 二等海尉 lieutenant junior grade 1- 政治
□ 二党協力による bipartisan 1- 政治
□ 二等兵〈陸・空〉 private 1- 政治
□ 鈍い痛み dull pain 5- 健康
□ 日本海 the Sea of Japan 4- 社会
□ 日本共産党 the Japanese Communist Party 1- 政治
□ 日本教職員組合 the Japan Teachers’ Union  3- 生活
□ 日本銀行 the Bank of Japan 2- 経済
□ 日本国憲法 the Constitution of Japan 1- 政治
□ ニホンザル Japanese macaque 3- 生活
□ 日本酒 sake / Japanese rice wine 5- 健康
□ 日本脳炎 Japanese encephalitis 5- 健康
□ 日本舞踊 Japanese dance 3- 生活
□ 日本旅館 Japanese inn 2- 経済
□ 日本労働組合総連合会 the Japanese Trade Union Confederation  3- 生活
□ 二毛作 double cropping 2- 経済
□ 荷物を降ろす discharge a cargo 2- 経済
□ 荷物を積み込む load a cargo 2- 経済
□ ニューイヤーズデー the New Year’s Day 3- 生活
□ 入院 hospitalization 5- 健康
□ 入院患者 inpatient 5- 健康
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□ 入院する be hospitalized 5- 健康
□ 入学 entrance 3- 生活
□ 入学許可 admission 3- 生活
□ 入学許可を得る（～への） be admitted to ... 3- 生活
□ 入学金 entrance fee 3- 生活
□ 入学式 entrance ceremony 3- 生活
□ 入学試験 entrance examination / entrance exam 3- 生活
□ 入学事務局 admission office 3- 生活
□ 入学申請 application 3- 生活
□ 入学申請する（～に） apply for ... 3- 生活
□ 入閣する become a cabinet minister 1- 政治
□ 入学手続き registration 3- 生活
□ 入学手続きをする register 3- 生活
□ 乳化剤 emulsifier 5- 健康
□ 乳がん breast cancer 5- 健康
□ 乳牛 dairy cow 2- 経済
□ 入国管理局 the Immigration Bureau of Japan 1- 政治
□ 入国審査 immigration inspection 1- 政治
□ 入国ビザ entry visa 1- 政治
□ 入札 bidding 2- 経済
□ 入札（する） bid 2- 経済
□ 入札価格 bidding price / the price tendered 2- 経済
□ 入札者 bidder 2- 経済
□ 入札手続き bidding procedures 2- 経済
□ 入札に入る（～の） enter the bidding for ... 2- 経済
□ 入札を受け付ける（～の） receive tenders for ... 2- 経済
□ 入札をする（～の） make [put in] a tender for ... 2- 経済
□ 入札を募集する（～の） invite tenders for ... 2- 経済
□ 乳酸 lactic acid 5- 健康
□ 乳酸菌 lactic acid bacteria [bacterium] 5- 健康
□ 乳歯 deciduous tooth 5- 健康
□ 入試係 admission office 3- 生活
□ 乳児死亡率 infant mortality rate 5- 健康
□ 入植（地） settlement 1- 政治
□ 入植［定住］する settle 1- 政治
□ 入植者 settler 1- 政治
□ ニュース番組 news program 1- 政治
□ ニューズレター newsletter 1- 政治

□ 乳製品 dairy product 5- 健康
□ 乳腺 mammary gland 5- 健康
□ 乳幼児突然死症候群 sudden infant death syndrome 5- 健康
□ ニューヨーク市警 the New York City Police Department 4- 社会
□ ニューヨーク証券取引所 the New York Stock Exchange 2- 経済
□ ニューロン neuron / nerve cell 5- 健康
□ ニュルンベルク裁判 the Nuremberg Tribunal 1- 政治
□ 尿管結石 ureteral calculus 5- 健康
□ 尿検査 urine test 5- 健康
□ 尿酸 uric acid 5- 健康
□ 尿酸値 uric acid level 5- 健康
□ 尿道 urethra 5- 健康
□ 尿道炎 urethritis 5- 健康
□ 尿道結石 urethral calculus 5- 健康
□ 尿毒症 uremia 5- 健康
□ 尿の urinary 5- 健康
□ 尿路結石 urinary calculus 5- 健康
□ にら leek 5- 健康
□ にらみ合い standoff 4- 社会
□ ニレ elm 4- 社会
□ にわか雨 shower 4- 社会
□ 庭師 gardener 3- 生活
□ ニワトリ chicken 5- 健康
□ 任意団体 private organization 2- 経済
□ 任意保険 voluntary insurance 3- 生活
□ 認可 accreditation 3- 生活
□ 認可［認定］された accredited 3- 生活
□ 任期 term of office 1- 政治
□ 人間国宝 living national treasure of Japan 3- 生活
□ 人間ドック complete medical checkup 5- 健康
□ 認識 perception 5- 健康
□ 認識する（～を） perceive 5- 健康
□ 妊娠 pregnancy 5- 健康
□ 妊娠した pregnant 5- 健康
□ 妊娠している be expecting 5- 健康
□ 妊娠中絶賛成論者 abortionist 5- 健康
□ 妊娠中絶する abort / have an abortion 5- 健康
□ 妊娠中絶反対論者   anti-abortionist 5- 健康
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□ 人相占い physiognomy 3- 生活
□ 人相判断 physiognomy 3- 生活
□ 認知症 dementia 5- 健康
□ 認知心理学 cognitive psychology 3- 生活
□ 認定 accreditation 3- 生活
□ 任務 mission 1- 政治
□ 任務で（～する） on a mission to do 1- 政治
□ 任務に従事する engage in a mission 1- 政治
□ 任命 appointment 1- 政治
□ 任命者 appointer 1- 政治
□ 任命する（～を） appoint 1- 政治
□ 任命する（Aを Bに～） appoint A to [as] B 1- 政治
□ 任命を受けた人 appointee 1- 政治

ぬ

□ 沼 pond 4- 社会

ね

□ 根 root 4- 社会
  5- 健康
□ 子（鼠） rat 3- 生活
□ 値上がり株 gainer / advancer 2- 経済
□ 値上がりする advance / rise 2- 経済
□ 値上げする raise prices 2- 経済
□ 寝汗 night sweats 5- 健康
□ ネイビーシールズ the U.S. Navy SEALs 1- 政治
□ ネガティブ・キャンペーン negative campaign 1- 政治
□ ネグレクト neglect 4- 社会
□ 値下がり株 loser 2- 経済
□ 値下げする lower prices 2- 経済
□ 寝過ごす oversleep 5- 健康
□ ネズミ恐怖症 musophobia 5- 健康
□ 寝たきり患者 bed-ridden patient 5- 健康
□ 寝たきりの bed-ridden 5- 健康
□ ねたみ jealousy 5- 健康
□ 熱 fever 5- 健康

□ 熱狂 frenzy 1- 政治
□ 熱圏 thermosphere 4- 社会
□ 熱源 heat source 4- 社会
□ 熱源追尾ミサイル heat-seeking missile 1- 政治
□ 熱射病 heatstroke 5- 健康
□ 熱線 heat ray 4- 社会
□ 熱帯雨林 rainforest 4- 社会
□ 熱帯前線 tropical front 4- 社会
□ 熱帯低気圧 tropical cyclone 4- 社会
□ 熱中症 hyperthermia 5- 健康
□ ネットオークション net auction 2- 経済
□ ネット銀行 Internet banking 2- 経済
□ ネット選挙運動 Internet election campaign 1- 政治
□ ネットトレード online trading 2- 経済
□ ネット犯罪 Internet-related crime / web crime 4- 社会
□ 熱のある feverish 5- 健康
□ 熱波 heatwave 4- 社会
□ 熱疲労 heat exhaustion 5- 健康
□ ねばねばした sticky 2- 経済
□ ネフローゼ nephrosis 5- 健康
□ ネポティズム nepotism 4- 社会
□ 眠い sleepy 5- 健康
□ 眠る fall asleep 5- 健康
□ 寝る go to sleep [bed] 5- 健康
□ 値を付ける（～の） be traded [quoted] at ... / fetch 2- 経済
□ 粘液  mucus 5- 健康
□ 年間降雪量 annual cumulative snowfall 4- 社会
□ 年金 pension / annuity 3- 生活
□ 年金基金 pension fund 3- 生活
□ 年金受給者 pensioner 3- 生活
□ 年金ポイント制 pension point system 3- 生活
□ 年功序列 seniority system 3- 生活
□ ねんざ sprain 5- 健康
□ 年商 annual sales 2- 経済
□ 粘度 viscosity 5- 健康
□ 粘土層 clay layer 4- 社会
□ 年俸制 annual salary system 3- 生活
□ 粘膜 mucosa / mucous membrane 5- 健康
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□ 燃料庫 fuel depot 1- 政治
□ 燃料電池 fuel cell 3- 生活
□ 燃料電池車 fuel cell car 2- 経済
□ 年輪 annual ring 4- 社会
□ 年齢差別 age discrimination 1- 政治

の

□ ノイローゼ neurosis 5- 健康
□ ノイローゼの neurotic 5- 健康
□ 能 noh 3- 生活
□ 脳 brain 5- 健康
□ 脳炎 encephalitis 5- 健康
□ 農学 agriculture 3- 生活
□ 農学者 agriculturalist 3- 生活
□ 脳下垂体ホルモン pituitary gland hormone 5- 健康
□ 脳幹 brain stem 5- 健康
□ 脳幹機能 brainstem function 5- 健康
□ 脳機能停止 brain inactivity 5- 健康
□ 農業 agriculture 2- 経済
□ 農業株式会社 agricultural corporation 2- 経済
□ 脳外科医 brain surgeon 5- 健康
□ 脳血栓 cerebral thrombosis 5- 健康
□ 脳梗塞 cerebral infraction 5- 健康
□ 納骨堂 charnel (house) 3- 生活
□ 農作物 agricultural product / farm product 2- 経済
□ 農産品 agricultural product / farm product 2- 経済
□ 農残留農薬 residual agricultural chemicals  4- 社会
□ 脳死 brain death 5- 健康
□ 脳死患者 brain-dead patient 5- 健康
□ 脳死者 the brain dead 5- 健康
□ 脳死状態の brain-dead 5- 健康
□ 濃縮ウラン enriched uranium 3- 生活
□ 脳出血 cerebral hemorrhage 5- 健康
□ 脳腫瘍 brain tumor 5- 健康
□ 脳震とう brain concussion 5- 健康
□ 納税回避 tax avoidance 4- 社会
□ 納税義務不履行者 tax delinquent 4- 社会

□ 納税者 taxpayer 2- 経済
□ 納税者番号制度 taxpayer numbering system 2- 経済
□ 脳性小児麻痺 cerebral palsy 5- 健康
□ 納税申告 tax return 2- 経済
□ 納税する pay taxes 2- 経済
□ 脳脊髄神経系 the cerebrospinal nervous system 5- 健康
□ 脳脊髄膜炎 meningitis 5- 健康
□ 脳卒中 stroke / cerebral apoplexy 5- 健康
□ 農地 farm land 2- 経済
□ 脳波 brain waves / electroencephalogram(�:EEG) 5- 健康
□ 納品書 delivery note / bill of goods 2- 経済
□ 農夫 peasant 2- 経済
□ 能舞台 noh stage 3- 生活
□ 農民 farmer 2- 経済
□ 濃霧 thick [dense] fog 4- 社会
□ 農務省 the Department of Agriculture /  1- 政治
 the Agriculture Department
□ 農務長官 the Secretary of Agriculture 1- 政治
□ 能面 noh mask 3- 生活
□ 農薬 agricultural chemical 2- 経済
□ 農薬 agricultural chemicals / pesticide 4- 社会
□ 能力 competence 3- 生活
□ 能力テスト proficiency test 3- 生活
□ 農林水産省 the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries /  1- 政治
 the Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry
□ 農林水産大臣 the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries 1- 政治
□ ノーベル化学賞 the Nobel Prize in Chemistry /  3- 生活
 the Nobel Chemistry Prize
□ ノーベル経済学賞 the Nobel Prize in Economics /  3- 生活
 the Nobel Economics Prize
□ ノーベル賞 the Nobel Prize 3- 生活
□ ノーベル生理学・医学賞 the Nobel Prize in Physiology or Medicine 3- 生活
□ ノーベル物理学賞 the Nobel Prize in Physics /  3- 生活
 the Nobel Physics Prize
□ ノーベル文学賞 the Nobel Prize in Literature /  3- 生活
 Nobel Literature Prize
□ ノーベル平和賞 the Nobel Prize in Peace / Nobel Peace Prize 3- 生活
□ ノコギリ saw 4- 社会



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—106—

□ 残り飛行時間 remaining flight time 2- 経済
□ 乗せすぎた overcrowded 4- 社会
□ 乗っ取る（～を） take over ... 2- 経済
□ のど throat 5- 健康
□ のどの痛み sore throat 5- 健康
□ 能登半島 the Noto Peninsula 4- 社会
□ 伸ばす extend / stretch 5- 健康
□ のみ chisel 3- 生活
□ 飲み込む（～を） swallow 5- 健康
□ 乗り物酔い motion sickness 5- 健康
□ 呪い curse / evil spell 3- 生活
□ 呪いをかける（～に） lay a curse on ... 3- 生活
□ 呪う（～を） curse / evil spell 3- 生活
□ ノンストップ自動料金収受システム electronic toll collection 2- 経済
□ ノンバンク nonbank 2- 経済
□ ノンフィクション nonfiction 3- 生活
□ ノンレム睡眠 non-REM sleep 5- 健康

は

□ 歯 tooth 5- 健康
□ 葉 leaf 4- 社会
□ バーター barter 2- 経済
□ バーツ baht 2- 経済
□ パートタイマー part-time worker 3- 生活
□ パートタイムの仕事 part-time job / part-time work 3- 生活
□ パートナーシップ partnership 2- 経済
□ ハーブティー herb tea 5- 健康
□ バーボン bourbon 5- 健康
□ 肺 lung 4- 社会
  5- 健康
□ バイアグラ Viagra 5- 健康
□ 肺炎 pneumonia 5- 健康
□ ばい煙 soot and smoke 4- 社会
□ バイオガス発電所 biogas power plant 3- 生活
□ バイオコンピュータ biocomputer 3- 生活
□ バイオ産業 bioindustry 3- 生活
□ バイオテクノロジー biotechnology 3- 生活

□ バイオ燃料 biofuel 3- 生活
□ バイオハザード biohazard 3- 生活
□ バイオプラスチック bioplastic 3- 生活
□ バイオマス biomass 3- 生活
□ バイオメトリクス biometrics 4- 社会
□ バイオリズム biorhythm 3- 生活
□ 徘徊する loiter 4- 社会
□ 肺活量 lung capacity 5- 健康
□ 肺活量計 spirometer / pulmometer 5- 健康
□ 肺がん lung cancer / pulmonary cancer 5- 健康
□ 肺換気機能 ventilatory function 5- 健康
□ 配管工 plumber 3- 生活
□ 排気ガス exhaust fumes 4- 社会
□ 排気ガス規制 exhaust emissions controls /  4- 社会
 restrictions on emissions
□ 肺気腫 emphysema 5- 健康
□ 廃棄物 waste 4- 社会
□ 廃棄物処理 waste disposal 4- 社会
□ 配給 ration 1- 政治
□ 配偶者 spouse 3- 生活
□ 配偶者控除 exemption for spouses 2- 経済
□ 配偶者暴力防止法（DV法） the Domestic Violence Prevention Law /  1- 政治
 the Law for the Prevention of Spousal Violence
 and Protection of Victims
□ 背後霊 attendant spirit 3- 生活
□ 廃材 scrap wood / waste lumber 4- 社会
□ 廃止 revocation / abolishment / rescindment 1- 政治
□ 廃止する（～を） revoke / abolish / revoke / rescind 1- 政治
□ バイシャ Vaisya 1- 政治
□ ハイジャック hijack 4- 社会
□ ハイジャック犯 hijacker 4- 社会
□ 買収（選挙での～） vote buying 1- 政治
□ 排出 emission 4- 社会
□ 排出権取引 emissions trading 1- 政治
□ 排出する（～を） emit 4- 社会
 discharge 5- 健康
□ 売春 prostitution 4- 社会
□ 売春斡旋業者 pimp 4- 社会
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□ 売春婦 prostitute / whore 4- 社会
□ 売春防止法 the Anti-Prostitution Law 1- 政治
□ 売春宿 brothel / call house 4- 社会
□ 排除する（～を） rule out ... 1- 政治
□ 灰白質 gray matter 5- 健康
□ 陪審員 juror 4- 社会
□ 陪審員席 jury box 4- 社会
□ 陪審員選出 juror selection 4- 社会
□ 陪審裁判 trial by jury 4- 社会
□ 陪審制度 jury system 4- 社会
□ 陪審団 jury 4- 社会
□ 排水 drainage 4- 社会
□ 排水する drain 4- 社会
□ 胚性幹細胞 embryonic stem cell 5- 健康
□ 排せつ excretion 5- 健康
□ 排せつする excrete 5- 健康
□ 排せつ物 bodily waste / excrement 4- 社会
□ 敗戦国 loser 1- 政治
□ 敗訴する lose a lawsuit 4- 社会
□ 配達 delivery 1- 政治
□ 配達証明郵便 certified mail 2- 経済
□ 配達する（～を） deliver 1- 政治
□ 排他的経済水域 exclusive economic zone 1- 政治
□ 配置 arrangement 5- 健康
□ ハイテク high-tech / high technology 3- 生活
□ 拝殿 outer shrine 3- 生活
□ 配当 yield 2- 経済
□ 配当金 cash dividend 2- 経済
□ 配当所得 income from dividends 3- 生活
□ 配当率 dividend yield 2- 経済
□ 配当利回り dividend yield 2- 経済
□ 梅毒 syphilis 5- 健康
□ 排尿 urination 5- 健康
□ 排尿障害 urinary disturbance 5- 健康
□ 排尿する urinate 5- 健康
□ 背任 breach of trust 4- 社会
□ 排熱 waste heat 4- 社会
□ ハイパーインフレ hyperinflation 2- 経済

□ 売買委託手数料 brokerage fee 2- 経済
□ 売買選択権 option 2- 経済
□ 売買人 trader 2- 経済
□ 配備 deployment 1- 政治
□ ハイビジョン放送 high-definition broadcasting 1- 政治
□ 配備する（～を） deploy 1- 政治
□ パイプカット vasectomy 5- 健康
□ 配布する（～を） circulate 1- 政治
□ パイプ爆弾 pipe bomb 1- 政治
□ 廃プラスチック waste plastic 4- 社会
□ ハイブリッド車 hybrid car / hybrid vehicle 3- 生活
□ 配分する（～を） allocate / allot / appropriate / earmark 2- 経済
□ 排便 defecation 5- 健康
□ 肺胞 air cell / alveolus 5- 健康
□ 敗北宣言 concession speech 1- 政治
□ 配役 cast 3- 生活
□ 廃油 waste oil 4- 社会
□ 排卵 ovulation 5- 健康
□ 排卵期 ovulatory phase 5- 健康
□ 排卵する ovulate 5- 健康
□ パイロットの操縦ミス pilot error 4- 社会
□ バウチャー voucher 2- 経済
□ バウチャー制度 voucher system / voucher plan [scheme] 3- 生活
□ 墓 tomb / grave 3- 生活
□ 破壊活動防止法（破防法） the Antisubversive Activities Law 1- 政治
□ 破壊者 vandal 3- 生活
□ 破壊する（～を） vandalize 3- 生活
□ 破壊力 destructive power 1- 政治
□ はがき post card 2- 経済
□ 博士課程 doctor’s course / doctor’s program 3- 生活
□ 博士課程修了後の postdoctoral 3- 生活
□ 博士論文 dissertation / doctoral thesis 3- 生活
□ 墓参りする visit one’s grave 3- 生活
□ 計り知れないほど貴重な invaluable 1- 政治
□ 吐き気 nausea 5- 健康
□ 波及効果 backwash effects 3- 生活
□ 吐く vomit / puke / throw up 5- 健康
□ 麦芽 molt 5- 健康
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□ 迫害 persecution 1- 政治
□ 迫害する（～を） persecute 1- 政治
□ 迫害の persecutive 1- 政治
□ 麦芽糖 maltose 5- 健康
□ 歯茎 the gums 5- 健康
□ 爆撃機 bomber 1- 政治
□ 迫撃砲 mortar 1- 政治
□ 白菜 Chinese cabbage 5- 健康
□ 博識な knowledgeable 3- 生活
□ 白質 white matter 5- 健康
□ 拍手を打つ clap one’s hands 3- 生活
□ 白人至上主義者 white supremacist 1- 政治
□ 爆弾 bomb / explosive 1- 政治
□ 爆弾テロ bombing attack 1- 政治
□ 爆弾を爆発させる detonate a bomb 1- 政治
□ ばくち打ち gambler 3- 生活
□ 白昼夢 daydream 5- 健康
□ 白昼夢を見る have a daydream 5- 健康
□ 白昼夢を見る人 daydreamer 5- 健康
□ はくちょう座 Cygnus / the Swan 4- 社会
□ バクテリア bacteria 5- 健康
□ 白内障 cataract 5- 健康
□ 白熱した heated 1- 政治
□ 爆破装置 explosive device 1- 政治
□ 爆発 explosion / blast / detonation 1- 政治
□ 爆発する explode 1- 政治
□ 爆発寸前の volatile 1- 政治
□ 爆発物 explosive 1- 政治
□ 爆発物を爆発させる blow up explosives 1- 政治
□ 白馬の騎士 white knight 2- 経済
□ 博物館 museum 2- 経済
□ 爆雷 depth charge 1- 政治
□ 麦粒腫 sty 5- 健康
□ 迫力のある vigorous 3- 生活
□ 激しい砲撃をする fire a barrage of artillery 1- 政治
□ 激しく非難する（～を） blast 1- 政治
□ 派遣労働者 temporary worker 2- 経済
□ 破産 insolvency 2- 経済

□ 葉酸 folic acid 5- 健康
□ 破産した insolvent 2- 経済
□ 破産する go [become] insolvent 2- 経済
□ 破産宣告 adjudication 2- 経済
□ 橋 pons 5- 健康
□ はしか measles 5- 健康
□ はしご車 ladder truck 4- 社会
□ 柱 column 4- 社会
□ 破水 amniorrhexis 5- 健康
□ バスク祖国と自由 Euskadi ta Askatasuna 1- 政治
□ バスク地方 the Basque Country 1- 政治
□ 恥ずべき scandalous 4- 社会
□ パスポート passport 2- 経済
□ パスワード窃盗プログラム password-stealing program 3- 生活
□ 肌 skin 5- 健康
□ バター butter 5- 健康
□ 肌荒れ chapped [rough / dry] skin 5- 健康
□ 肌が荒れている have a rough complexion 5- 健康
□ 肌がきれいである have a good complexion 5- 健康
□ 畑作 farming 2- 経済
□ 肌の色 complexion 5- 健康
□ 働きがい job satisfaction 3- 生活
□ 働き者 hard worker 3- 生活
□ は虫類 reptile 4- 社会
□ 波長 wave length 4- 社会
□ 罰 punishment 4- 社会
□ 発育不全 incomplete development 5- 健康
□ ハッカー computer hacker / hacker 3- 生活
□ 発汗 sweating / perspiration 5- 健康
□ 発がん性がある carcinogenic 4- 社会
□ 発がん性物質 carcinogen / cancer-causing substance 4- 社会
□ 罰金 fine 4- 社会
□ バッキンガム宮殿（英国） the Buckingham Palace 2- 経済
□ ハッキング  computer hacking / penetration 3- 生活
□ バックエンドピル backend pill 2- 経済
□ パックマンディフェンス pack-man defense / counter tender 2- 経済
□ パック旅行 package tour 2- 経済
□ 白血球 white blood cell 5- 健康
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□ 発言 remark 1- 政治
□ 発酵 fermentation 4- 社会
□ 発酵させる（～を） ferment 5- 健康
□ 発酵食品 fermented food 5- 健康
□ 発行する（～を） issue 1- 政治
□ 発光ダイオード light-emitting diode 3- 生活
□ 発行部数 circulation 1- 政治
□ 発射する（～を） launch / fire 1- 政治
□ 発射台 launching pad 1- 政治
□ 罰すべき punishable 4- 社会
□ 罰する（～を） punish 4- 社会
□ 発生する occur 4- 社会
□ 罰せられない unpunishable 4- 社会
□ 罰せられる punishable 4- 社会
□ 発電  power generation 3- 生活
□ 発電所 power station 3- 生活
□ 発電する generate electricity 3- 生活
□ 発展途上国 developing country 1- 政治
□ バッハ（ドイツ） Bach 3- 生活
□ 発表 announcement 1- 政治
□ 発表する make an announcement 1- 政治
□ 発砲 gunfire / gunshot 1- 政治
 shot 4- 社会
□ 発泡スチロール styrofoam 4- 社会
□ 発砲する（～に） shoot 4- 社会
□ 抜本的な radical 1- 政治
□ 発明 invention 3- 生活
□ 発明者 inventor 3- 生活
□ 発明する（～を） invent 3- 生活
□ 初雪 first snowfall 4- 社会
□ 発話障害 speech disorder 5- 健康
□ 鼻 nose 5- 健康
□ バナー広告 banner advertisement 2- 経済
□ 鼻かぜ common cold / coryza 5- 健康
□ 話し合いで歩み寄る（～と） negotiate a compromise with ... 1- 政治
□ 鼻血 nasal bleeding 5- 健康
□ 鼻づまり nasal congestion 5- 健康
□ 鼻づまり薬 nasal decongestant 5- 健康

□ 鼻の nasal 5- 健康
□ 鼻の（隆起）整形 nose job 5- 健康
□ 鼻の形の修正 nose reshaping 5- 健康
□ パナマ運河 the Panama Canal 4- 社会
□ 鼻水 runny [running] nose 5- 健康
□ 花屋 flower shop 2- 経済
□ 鼻をかむ blow one’s nose 5- 健康
□ 馬肉 horse meat 5- 健康
□ パニック障害 panic disorder 5- 健康
□ パニックルーム panic room 4- 社会
□ 跳ね返す（～を） bounce 3- 生活
□ 歯の漂白 teeth bleaching 5- 健康
□ 母親の育児休暇 maternity leave 3- 生活
□ 派閥 faction / intraparty 1- 政治
□ 派閥主義 sectionalism 1- 政治
□ パパラッチ paparazzo 1- 政治
□ パフォーマンス performance 3- 生活
□ バプティスト教会 Baptist church 3- 生活
□ パブリシティ publicity 2- 経済
□ バブル経済の崩壊 collapse of the bubble economy 2- 経済
□ 派兵 dispatch 1- 政治
□ 派兵命令を出す issue a dispatch order 1- 政治
□ ハマス Hamas 1- 政治
□ ハマチ young yellowtail 5- 健康
□ ハムストリング筋 hamstrings 5- 健康
□ 破滅的な disastrous 4- 社会
□ 刃物 knife 5- 健康
□ 早食いする eat fast 5- 健康
□ 早食いする人 fast eater 5- 健康
□ 早くなる（脈拍が～） quicken  5- 健康
□ 早死にする die young 5- 健康
□ 腹 belly / abdomen 5- 健康
□ 払い戻し可能な reimbursable 3- 生活
□ 払い戻す（～を） reimburse 3- 生活
□ バラエティ番組 variety program 1- 政治
□ パラシュート parachute 1- 政治
□ バラスト水 ballast water 4- 社会
□ パラチフス paratyphoid fever 5- 健康
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□ パラチフスA菌 Salmonella serovar Paratyphi A 5- 健康
□ パラチフス菌 paratyphoid bacillus 5- 健康
□ パラノイア paranoia 5- 健康
□ バラモン Brahman 1- 政治
□ バランス栄養食 energy bar 5- 健康
□ バランスシート balance sheet 2- 経済
□ 梁 beam 4- 社会
□ バリアフリー accessibility 1- 政治
□ ハリウッド大通り（ロサンゼルス市） the Hollywood Blvd. 2- 経済
□ 針恐怖症 belonephobia 5- 健康
□ ハリケーン hurricane 4- 社会
□ 張り込み stakeout 4- 社会
□ 張り込み中の捜査員 investigator on a stakeout 4- 社会
□ はり師 acupuncturist 5- 健康
□ はり治療 acupuncture 5- 健康
□ はり麻酔 acupuncture anesthesia 5- 健康
□ バリューベースプライシング value-based pricing 2- 経済
□ パルテノン神殿（ギリシャ） the Parthenon 2- 経済
□ バルト三国 three Baltic states 1- 政治
□ バルフォア宣言 the Balfour Declaration 3- 生活
□ はれ swelling 5- 健康
□ ハレー彗星 Halley’s comet 4- 社会
□ パレスチナ難民 Palestinian refugee 1- 政治
□ はれた swollen 5- 健康
□ はれる swell 5- 健康
□ パワー半導体 power semiconductor 3- 生活
□ パワーボート（競技用モーターボート） powerboat 2- 経済
□ ハワイアン Hawaiian 3- 生活
□ ハワイ大学総長 the University of Hawai’i Chancellor 3- 生活
□ 版 edition 1- 政治
□ 範囲の経済 economies of scope 2- 経済
□ ハンガーストライキ hunger strike 3- 生活
□ 反逆 treason 4- 社会
□ ハング・パーラメント hung Parliament 1- 政治
□ 番組 program 1- 政治
□ 番組ディレクター TV director 1- 政治
□ 番組プロデューサー TV producer 1- 政治
□ 反グローバリズム anti-globalization 1- 政治

□ 半径 radius 4- 社会
□ 反撃 counteroffensive 1- 政治
□ 半月 half moon 4- 社会
□ 判決（を下す） sentence / ruling 4- 社会
□ 判決公判 sentence hearing 4- 社会
□ 半月板 meniscus 5- 健康
□ 半腱様筋 semitendinosus 5- 健康
□ 犯罪 crime / offense 4- 社会
□ 犯罪科学研究所 crime laboratory 4- 社会
□ 犯罪者 criminal 4- 社会
□ 犯罪性 criminality 4- 社会
□ 犯罪捜査 criminal investigation 4- 社会
□ 犯罪発生率 crime rate 4- 社会
□ 犯罪歴 criminal record 4- 社会
□ 犯罪を犯す commit [perpetrate] a crime 4- 社会
□ 犯罪を策謀する mastermind a crime 4- 社会
□ 犯罪を防ぐ prevent [disrupt / deter] crime 4- 社会
□ 判事 judge 4- 社会
□ 判事補 assistant judge 4- 社会
□ 反射 reflection 4- 社会
□ 反射する（～を） reflect 4- 社会
□ 繁殖 reproduction 5- 健康
□ 繁殖する reproduce 5- 健康
□ ハンストする be on hunger strike 3- 生活
□ 半潜水艇 semi-submersible vessel 1- 政治
□ ばんそうこう sticking [adhesive] plaster 5- 健康
□ 反対意見を弾圧する stifle dissent 1- 政治
□ 反対尋問 cross examination 4- 社会
□ 反体制運動家 dissident 4- 社会
□ 反対にあう（～の） face opposition from ... 1- 政治
□ 反対の意見を述べる（～に） argue against ... 1- 政治
□ 反ダンピング関税 anti-dumping tariff 2- 経済
□ 反デフレの antideflation 2- 経済
□ パンデミック pandemic 5- 健康
□ 反テロリズム counterterrorism / antiterrorism / war on terrorism 1- 政治
□ 半島 peninsula 4- 社会
□ 半導体 semiconductor 3- 生活
□ 半透明の袋 semitransparent bag 4- 社会
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□ 反時計回りの（に） counterclockwise 4- 社会
□ パントテン酸 pantothenic acid 5- 健康
□ ハンナラ党 the Grand National Party 1- 政治
□ 般若心経 the Heart Sutras 3- 生活
□ 犯人 perpetrator 4- 社会
□ 犯人捜査 manhunt 4- 社会
□ 犯人引き渡し条約 extradition treaty 4- 社会
□ ハンバーガー hamburger 5- 健康
□ 販売経路 sales channel 2- 経済
□ 販売時点情報管理 point of sale system 2- 経済
□ 販売促進活動 sales promotion 2- 経済
□ 販売店 outlet 2- 経済
□ 販売ノルマ sales quota 2- 経済
□ 販売費及び一般管理費 selling and administrative expenses 2- 経済
□ 半膜様筋 semimembranosus 5- 健康
□ 板門店 Panmunjeom 1- 政治
□ パン屋 bakery 2- 経済
□ 万有引力 universal gravitation 4- 社会
□ 万有引力の法則 the law of gravitation 4- 社会
□ 反乱 insurgency 1- 政治
 mutiny 4- 社会
□ 反乱者 insurgent 1- 政治
 mutineer 4- 社会
□ 反乱を起こした insurgent 1- 政治
□ 万里の長城（中国） the Great Wall of China 2- 経済

ひ

□ 火遊びをする play with fire 4- 社会
□ pH値 pH level 4- 社会
□ BSE 感染肉 BSE-contaminated meat 5- 健康
□ B型肝炎 hepatitis B 5- 健康
□ PKO協力法 the U.N. Peacekeeping Activities Cooperation Law 1- 政治
□ ヒートアイランド現象 heat island phenomenon 4- 社会
□ P 波（最初の波） primary wave 4- 社会
□ ビーフジャーキー beef jerky 5- 健康
□ ピーマン green pepper 5- 健康
□ ビール beer 5- 健康

□ 非永住者 non-permanent resident 1- 政治
□ 非営利団体 non-profit organization 1- 政治
□ 冷える chilly 4- 社会
□ ビオチン biotin 5- 健康
□ 被害 damage 4- 社会
□ 被害妄想 delusions of persecution 5- 健康
□ 控える abstain 5- 健康
□ 皮革 leather 4- 社会
□ 美学 aesthetics 3- 生活
□ 非核化 denuclearization 1- 政治
□ 非核地帯 nuclear-free zone 1- 政治
□ 非核の nuclear-free 1- 政治
□ 東アジア共同体 the East Asia Community 1- 政治
□ 東シナ海 the East China Sea 4- 社会
□ 皮下脂肪 subcutaneous fat 5- 健康
□ 皮下出血 subcutaneous hemorrhage 5- 健康
□ 皮下組織 subcutaneous tissue 5- 健康
□ 干潟 tidal mud flats 4- 社会
□ 皮下注射 hypodermic injection 5- 健康
□ 非加熱製剤 unheated blood product  5- 健康
□ 光恐怖症 photophobia 5- 健康
□ 光ファイバー optical fiber 3- 生活
□ 非関税障壁 non-tariff barrier 2- 経済
□ 悲観的な pessimistic 5- 健康
□ 引き上げる（～を） pull up ... 4- 社会
□ 引き起こす（～を） trigger 4- 社会
□ 引き締まった筋肉 firm muscles 5- 健康
□ 引き出し withdrawal 2- 経済
□ 引き出す（～を） withdraw 2- 経済
□ ひき肉 ground meat 5- 健康
□ ひき逃げ hit-and-run 4- 社会
□ 引き抜く（～を） headhunt 3- 生活
□ 非協力的な uncooperative 1- 政治
□ 引き渡す（Aの身柄をBへ） extradite A to B 4- 社会
□ 低い新陳代謝 low metabolism 5- 健康
□ 鼻腔 nasal cavity 5- 健康
□ 否決 rejection / disapproval 1- 政治
□ 否決する（～を） reject / disapprove 1- 政治
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□ 被験者 subject 3- 生活
□ 鼻孔 nostril 5- 健康
□ 非公開公文書 secret [confidential] archive 1- 政治
□ 非公開で behind closed doors 1- 政治
□ 飛行機墜落 plane crash 4- 社会
□ 飛行機酔い airsickness 2- 経済
□ 飛行機酔いする get airsick 2- 経済
□ 飛行禁止区域 no-fly zone 1- 政治
□ 非公式経済 informal economy 2- 経済
□ 非公式の informal 1- 政治
□ 尾行者 shadow / tail 4- 社会
□ 飛行する fly 2- 経済
□ 尾行する（～を） shadow / tail 4- 社会
□ 被拘置 detainee 4- 社会
□ 飛行便 flight 2- 経済
□ 非合法化する（～を） illegalize / outlaw 1- 政治
□ 被告（人） defendant / the accused 4- 社会
□ 被告側弁護人 defense [defending] lawyer [attorney / counsel] 4- 社会
□ 被告人に～を求刑する propose ... for the accused 4- 社会
□ 腓骨 fibula 5- 健康
□ 被雇用者 employee 3- 生活
□ ひざ knee 5- 健康
□ ビザ visa 2- 経済
□ 被災者 victim 4- 社会
□ 微罪処分 handling as a petty offense /  4- 社会
 handling as a minor offense
□ 被災地 disaster area [site] 4- 社会
□ 膝腱 hamstrings 5- 健康
□ ひさし eaves 4- 社会
□ ひざの皿 knee cap 5- 健康
□ ピサの斜塔（イタリア） the Leaning Tower of Pisa 2- 経済
□ 悲惨な dire 1- 政治
□ ひじ elbow 5- 健康
□ ビジネス職業技能省 the Department for Business, Innovation and Skills 1- 政治
□ ビジネススクール business school 3- 生活
□ ビジネスプラン business plan 2- 経済
□ ビジネスプロセスアウトソーシング business process outsourcing 2- 経済
□ ビジネスモデル business model 2- 経済

□ ビジネスモデル特許 business model patent 2- 経済
□ ひしゃく dipper 3- 生活
□ 非宗教的な secular 3- 生活
□ 被粛清者 purgee 1- 政治
□ 非熟練労働者 unskilled worker 3- 生活
□ 美術 fine art 3- 生活
□ 美術館 art museum 2- 経済
□ 美術監督 art director 3- 生活
□ 美術工芸品 arts and crafts 3- 生活
□ 美術品 fine art 3- 生活
□ 美術品鑑定士 connoisseur 3- 生活
□ 批准 ratification 1- 政治
□ 批准する（～を） ratify 1- 政治
□ 非常勤講師 part-time lecturer 3- 生活
□ 非常勤労働者 part-time worker 3- 生活
□ 非常事態 state of emergency 1- 政治
□ 非常設委員会 ad hoc committee 1- 政治
□ 非常出口 emergency exit 2- 経済
□ 非常任理事国 non-permanent member 1- 政治
□ 非処方薬 nonprescription drug 5- 健康
□ ピストル handgun 1- 政治
□ ヒズボラ Hezbollah 1- 政治
□ ひずみ distortion 5- 健康
□ ひずみエネルギー strain energy 4- 社会
□ 非生産的な unproductive / counterproductive 2- 経済
□ 非政府組織 non-governmental organization 1- 政治
□ 微生物 microbe 5- 健康
□ ビゼー（フランス） Bizet 3- 生活
□ 被選挙権 eligibility for election 1- 政治
□ 非戦闘員 non-combatant 1- 政治
□ 脾臓 spleen 5- 健康
□ ひそかな covert 4- 社会
□ 額 forehead 5- 健康
□ 額のしわ取り brow lift 5- 健康
□ 被逮捕者の権利 Miranda rights 4- 社会
□ ビタミン vitamin 5- 健康
□ ビタミンA vitamin A 5- 健康
□ ビタミンB vitamin B 5- 健康
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□ ビタミンB1 vitamin B1 5- 健康
□ ビタミンB2 vitamin B2 5- 健康
□ ビタミンB5 vitamin B5 5- 健康
□ ビタミンB6 vitamin B6 5- 健康
□ ビタミンB12 vitamin B12 5- 健康
□ ビタミンC vitamin C 5- 健康
□ ビタミンD vitamin D 5- 健康
□ ビタミン E vitamin E 5- 健康
□ ビタミンH vitamin H 5- 健康
□ ビタミン K vitamin K 5- 健康
□ ビタミンM vitamin M 5- 健康
□ ビタミン錠剤 vitamin tablet 5- 健康
□ 備蓄 stockpile 1- 政治
□ 非嫡出子 illegitimate child 3- 生活
□ 微調整する（～を） tweak 1- 政治
□ 非通常兵器 unconventional weapon 1- 政治
□ ひっかく scratch 5- 健康
□ ひつぎ coffin / casket 3- 生活
□ 筆記テスト written test 3- 生活
□ ピッキング強盗 lock-picking burglary 4- 社会
□ 未（羊） sheep  3- 生活
□ 必修科目 required course 3- 生活
□ 必須アミノ酸 essential amino acid 5- 健康
□ 必須脂肪酸 essential fatty acid 5- 健康
□ 筆跡鑑定 handwriting analysis 4- 社会
□ ひったくり snatching 4- 社会
□ ひったくる snatch 4- 社会
□ ヒップホップ hip hop 3- 生活
□ 必要経費 necessary expenses 3- 生活
□ 必要条件 qualification 2- 経済
□ 尾てい骨 coccyx 5- 健康
□ ひどい bitter / deep / severe 1- 政治
□ 一株当たりの収益 per-share earnings 2- 経済
□ 一株当たり利益 earnings per share / earnings per stock 2- 経済
□ ひどく貧しい needy 1- 政治
□ ヒトゲノム the human genome 5- 健康
□ 人差し指 forefinger / index finger 5- 健康
□ 人質ろう城事件 hostage crisis 4- 社会

□ 人質ろう城犯 hostage-taker 4- 社会
□ 人質ろう城犯に屈する give in to hostage-takers 4- 社会
□ 人質を解放する release [free] a hostage 4- 社会
□ 人質を取る take a hostage 4- 社会
□ ひとつの中国（政策） one-China policy 1- 政治
□ 人のまねをすること impersonation 3- 生活
□ ヒト免疫不全ウイルス human immunodeficiency virus 5- 健康
□ 雛祭り the Doll’s Festival 3- 生活
□ 避難 evacuation 4- 社会
□ 避難者 evacuee 4- 社会
□ 避難する evacuate 4- 社会
□ 非難する（～を） condemn / denounce / blame / depreciate 1- 政治
□ 避難民 evacuee 4- 社会
□ 避難民のための避難ルートを確保する ensure escape routes for evacuees 4- 社会
□ 避難ルート escape route 4- 社会
□ ビニール袋 vinyl bag 4- 社会
□ 泌尿器 urinary organs 5- 健康
□ 泌尿器科医 urologist 5- 健康
□ 泌尿器系 urinary system 5- 健康
□ 避妊 birth control / contraception 5- 健康
□ 避妊具 contraceptive 5- 健康
□ 避妊手術 sterilization 5- 健康
□ 避妊手術をする（～に） sterilize 5- 健康
□ ヒノキ Japanese cypress 4- 社会
 hinoki 5- 健康
□ 非配偶者間人工受精 artificial insemination by donor 5- 健康
□ 被爆する be exposed to radiation 4- 社会
□ 被爆量 exposed [exposure] dose of radiation 4- 社会
□ ヒバリ skylark 3- 生活
□ ビバルディ（イタリア） Vivaldi 3- 生活
□ 批判 criticism 1- 政治
□ 批判的な critical 1- 政治
□ 批判票 vote cast in criticism 1- 政治
□ ヒヒ baboon 3- 生活
□ ひび chap 5- 健康
□ 批評 criticism 1- 政治
□ 批評家 critic 1- 政治
□ ひび割れ crack 4- 社会
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□ 備品の調達 equipment procurement 2- 経済
□ ビフィズス菌 bifidobacteria 5- 健康
□ 皮膚炎 dermatitis 5- 健康
□ 皮膚科医 dermatologist 5- 健康
□ 皮膚がん skin cancer 5- 健康
□ 腓腹筋 gastrocnemius 5- 健康
□ 皮膚呼吸 cutaneous respiration 5- 健康
□ 非武装地帯 demilitarized zone 1- 政治
□ 非武装の unarmed 1- 政治
□ 微分学 differential calculus 3- 生活
□ 誹謗 slander 4- 社会
□ 非暴力 nonviolence 4- 社会
□ 被保証人 warrantee 3- 生活
□ 肥満 obesity / fatness 5- 健康
□ 肥満の obese 5- 健康
□ 秘密で行われている undercover 4- 社会
□ 秘密の confidential 1- 政治
□ ヒ素 arsenic 4- 社会
□ 火元 the origin of a fire 4- 社会
□ 干物 dried fish 5- 健康
□ 百年祭 centennial 3- 生活
□ 100 万ワット megawatt 3- 生活
□ 白夜 white night 4- 社会
□ 百貨店 department store 2- 経済
□ ピュリッツァー賞 the Pulitzer Prize 3- 生活
□ ヒョウ leopard / panther 3- 生活
□ ひょう hail 4- 社会
□ 票 vote 1- 政治
□ 病院 hospital 5- 健康
□ 氷河 glacier 4- 社会
□ 費用がかかる costly 2- 経済
□ 評価額 valuation 2- 経済
□ 病気 disease / illness / sickness / ailment 5- 健康
□ 病気が末期状態の terminally-ill 5- 健康
□ 病気手当 sickness benefit 3- 生活
□ 病気にかかりやすい be susceptible to diseases 5- 健康
□ 票決 vote 1- 政治
□ 評決 verdict 4- 社会

□ 病欠 sick leave 1- 政治
□ 病原菌 pathogen 5- 健康
□ 表現する（Aは Bであると） describe [depict] A as B 1- 政治
□ 表現の自由 freedom of expression 1- 政治
□ 費用効率のよい cost-efficient 2- 経済
□ 票差 margin 1- 政治
□ ～票差でライバルを破る defeat one’s rival by a margin of ... votes 1- 政治
□ 氷山 iceberg 4- 社会
□ 氷山の一角 the tip of the iceberg 4- 社会
□ 標準テスト standardized test 3- 生活
□ 標準評価テスト the Standardized Assessment Test 3- 生活
□ 表情筋 mimic muscles 5- 健康
□ 表彰する（～を） award 3- 生活
□ 美容整形手術 cosmetic surgery 5- 健康
□ 病棟 ward 5- 健康
□ 票の数え直し recounting 1- 政治
□ 漂白する（～を） bleach 4- 社会
□ 表皮 epidermis 5- 健康
□ 標本 sample 1- 政治
□ 表面積 surface area 4- 社会
□ 病理医 pathologist 5- 健康
□ 病理学 pathology 3- 生活
□ 漂流者 drifter 4- 社会
□ 漂流する drift 4- 社会
□ 評論家 commentator 1- 政治
□ 票を買う bribe voters 4- 社会
□ 票をかき集める muster votes 1- 政治
□ 肥沃な fertile / rich 2- 経済
□ 平手打ちする（～を） slap 4- 社会
□ ピラミッド pyramid 2- 経済
□ ヒラメ筋 soleus 5- 健康
□ びらん剤 vesicant 1- 政治
□ ピリドキシン pyridoxine 5- 健康
□ ひりひりする stinging 5- 健康
□ 微粒子 fine grain / particle 4- 社会
□ 肥料 fertilizer 2- 経済
□ 肥料を与える（～に） fertilize 2- 経済
□ ピル pill 5- 健康
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□ 昼寝する take a nap 5- 健康
□ 比例代表区 proportional representation bloc 1- 政治
□ 比例代表制 proportional representation system 1- 政治
□ ひれ肉 tenderloin 5- 健康
□ 疲労 fatigue 5- 健康
□ 疲労感 exhaustion 5- 健康
□ 疲労物質 fatigue matter 5- 健康
□ 広場恐怖症 agoraphobia 5- 健康
□ ピロリ菌 helicobacter pylori 5- 健康
□ 火をつける set fire 4- 社会
□ 品位のある decent 1- 政治
□ 敏感である（～に対して） be sensitive to ... 5- 健康
□ 敏感な肌 sensitive skin 5- 健康
□ 貧血症 anemia 5- 健康
□ 貧血症の anemic 5- 健康
□ 貧困 poverty 1- 政治
□ 貧困状態にあって in poverty 1- 政治
□ 貧困ライン poverty line 1- 政治
□ 品質管理 quality control 2- 経済
□ 敏しょう性 agility 5- 健康
□ ヒンズー教 Hinduism 3- 生活
□ ヒンズー教徒 Hindu 3- 生活
□ ヒンズー教の Hindu 3- 生活
□ びん詰め食品 bottled food 5- 健康
□ 貧乏にする（～を） impoverish 1- 政治
□ 頻脈 tachycardia 5- 健康

ふ

□ 部（門）長 department manager 2- 経済
□ ファストフード fast food 5- 健康
□ ファッションモデル fashion model 3- 生活
□ 不安 disturbance / unrest 1- 政治
□ 不安感 anxiety 5- 健康
□ 不安障害 anxiety disorder 5- 健康
□ ファンタジー fantasy 3- 生活
□ 不安定な unstable 5- 健康
□ フィールズ賞 the Fields Medal 3- 生活

□ フィクション fiction 3- 生活
□ フィッシング詐欺 phishing scam 4- 社会
□ 不一致 discord / disagreement 1- 政治
□ フィットネス fitness 5- 健康
□ フィヨルド fiord 4- 社会
□ フィロキノン phylloquinone 5- 健康
□ 封鎖する（～を） cordon off ... 4- 社会
□ 封じ込め（政策） containment (policy) 1- 政治
□ 風習 custom 3- 生活
□ 封書 letter 2- 経済
□ 風疹 rubella / German measles 5- 健康
□ 封筒 envelop 2- 経済
□ フーリガン hooligan 4- 社会
□ 風力 wind force [velocity] 4- 社会
□ 風力発電 wind power generation 3- 生活
□ 不運 misfortune 1- 政治
□ 不運 bad fortune 3- 生活
□ フェーン現象 foehn phenomenon 4- 社会
□ フェデラルファンド the Federal Funds 2- 経済
□ フェリー ferry 2- 経済
□ フォーク folk music 3- 生活
□ 不穏 turbulence 1- 政治
□ 負荷 burden / load 5- 健康
□ 不快指数 the temperature-humidity index 4- 社会
□ 深い瞑想の状態にある in deep meditation 5- 健康
□ 付加価値税 value-added tax 2- 経済
□ 深く頭を下げる bow deeply 3- 生活
□ 深さ depth 4- 社会
□ 不可侵条約 nonaggression treaty 1- 政治
□ ふ化する hatch 5- 健康
□ 不活発な inactive 5- 健康
□ 深まる deepen 1- 政治
□ ふき butterbur 5- 健康
□ 武器庫 armory 1- 政治
□ 吹き付け乾燥する spray-dry 5- 健康
□ 吹き出物 rash 5- 健康
□ ふきのとう butterbur sprout 5- 健康
□ 不況 recession 2- 経済
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□ 武器を廃棄する scrap weapons 1- 政治
□ フグ blowfish / globefish 5- 健康
□ 腹圧 abdominal muscle pressure 5- 健康
□ 福音教会 the Evangelical Church 3- 生活
□ 復員軍人省 the Department of Veterans Affairs 1- 政治
□ 復員軍人長官 the Secretary of Veterans Affairs 1- 政治
□ 復員軍人の日 the Veterans Day 3- 生活
□ 服役する serve / do time 4- 社会
□ 副業 second job / side job 3- 生活
□ 副局長 assistant chief of police 4- 社会
□ 腹腔 abdominal cavity 5- 健康
□ 複合映画館 cineplex 3- 生活
□ 副交感神経 parasympathetic nerve 5- 健康
□ 複合企業（体） conglomerate 2- 経済
□ 副甲状腺 parathyroid gland 5- 健康
□ 複合媒体 multimedia 1- 政治
□ 複雑骨折 compound fracture 5- 健康
□ 複雑な complicated / complex 1- 政治
□ 副作用 side effects / adverse drug reaction 5- 健康
□ 腹式呼吸 abdominal breathing / diaphragmatic respiration 5- 健康
□ 福祉国家 welfare state 1- 政治
□ 福祉施設 welfare facility [institution] 1- 政治
□ 福祉制度 welfare system 1- 政治
□ 副支配人 assistant manager 2- 経済
□ 副社長 vice president 2- 経済
□ 副首相 the Deputy Prime Minister 1- 政治
□ 副腎 adrenal gland 5- 健康
□ 副腎皮質 adrenal cortex 5- 健康
□ 副腎皮質ホルモン adrenocorticotropic hormone  5- 健康
□ 副腎ホルモン adrenal hormone 5- 健康
□ 腹水 hydroperitoneum 5- 健康
□ 複数の相手との性交 sex with multiple partners 5- 健康
□ 副操縦士 co-pilot 2- 経済
□ 副大臣 deputy secretary / vice minister 1- 政治
□ 副大統領 vice president 1- 政治
□ 副大統領候補 running mate 1- 政治
□ 副長官 deputy secretary 1- 政治
□ 腹膜 peritoneum 5- 健康

□ 腹膜炎 peritonitis 5- 健康
□ 含み損益 appraisal profits and losses /  2- 経済
 unrealized [latent] profits and losses
□ 覆面試写会 sneak preview 3- 生活
□ 服喪期間 mourning period 3- 生活
□ 服用量 dose 5- 健康
□ ふくらはぎ calf 5- 健康
□ 複利 compound interest 2- 経済
□ フクロウ owl 3- 生活
□ 袋小路 dead end 2- 経済
□ 袋に入れる係 sacker 3- 生活
□ 腹話術 ventriloquism 3- 生活
□ 腹話術師 ventriloquist 3- 生活
□ 腹話術をする ventriloquize 3- 生活
□ フケ dandruff 5- 健康
□ 不敬な blasphemous 3- 生活
□ 不耕起栽培 no-till farming 2- 経済
□ 不公正な unfair 1- 政治
□ 不公平貿易慣行 unfair trade practice 2- 経済
□ 負債 debt / liabilities 2- 経済
□ 不在者投票 absence [absentee] voting 1- 政治
□ 不在証明 alibi 4- 社会
□ 負債を帳消しにする forgive debt 2- 経済
□ 不作為 forbearance 4- 社会
□ 不治の incurable 5- 健康
□ 負傷 injury 5- 健康
□ 負傷させる（～を） injure 5- 健康
□ 負傷者 the injured / the wounded 4- 社会
□ 婦人科医 gynecologist 5- 健康
□ 不審船 suspicious boat [ship] 1- 政治
□ 不信任投票 no-confidence vote 1- 政治
□ 不随意筋 involuntary muscle 5- 健康
□ 部数 copy 1- 政治
□ 不正 misconduct / wrong act / misdeed 4- 社会
□ 不正アクセス禁止法 the Unauthorized Computer Access Law 1- 政治
□ 不正確な inaccurate 1- 政治
□ 不正行為 wrongdoing 4- 社会
□ 不正コンピュータアクセス unauthorized computer access 4- 社会
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□ 不整脈 irregular pulse 5- 健康
□ 不正利得 graft 4- 社会
□ 武装解除した disarmed 1- 政治
□ 武装解除する（～を） disarm 1- 政治
□ 武装強盗 armed robbery 4- 社会
□ 武装した armed 1- 政治
□ 武装ヘリコプター gunship 1- 政治
□ 部族 tribe 1- 政治
□ 部族の tribal 1- 政治
□ 不測の事態 contingency 1- 政治
□ 部族民 tribesman / tribeswoman 1- 政治
□ 舞台装置デザイナー set designer 3- 生活
□ 豚インフルエンザ swine flu 5- 健康
□ 二重まぶた形成 eye contouring 5- 健康
□ 双子座 Gemini 3- 生活
□ 豚肉 pork 5- 健康
□ 豚ロース肉 pork loin 5- 健康
□ 負担を抱えている（～の） be burden with ... 2- 経済
□ 縁なし帽子（ユダヤ教徒がかぶる） skullcap 3- 生活
□ 不調 glitch 4- 社会
□ 不沈の unsinkable 4- 社会
□ 腹（直）筋 abdominal muscles / rectus abdominis 5- 健康
□ 普通株 equity 2- 経済
□ 普通教育 ordinary education 3- 生活
□ 普通配当 regular dividend 2- 経済
□ 普通預金 ordinary deposit 2- 経済
□ 普通預金口座 savings account / bank account 2- 経済
□ 物価 price 2- 経済
□ 復活祭 the Easter 3- 生活
□ 二日酔い hangover 5- 健康
□ 仏教 Buddhism 3- 生活
□ 仏教経典 Buddhist scripture 3- 生活
□ 仏教徒 Buddhist 3- 生活
□ ぶつ切りの肉 chunks of meat 5- 健康
□ 腹筋運動 sit-up 5- 健康
□ 復権 reinstatement 2- 経済
□ 復権させる（～を） reinstate 2- 経済
□ 不都合な情報を明かす reveal inconvenient information 1- 政治

□ 物質援助 material aid 1- 政治
□ プッシュ戦略 push strategy 2- 経済
□ フッ素 fluorine 4- 社会
□ 仏像 image of Buddha 3- 生活
□ フツ族 Hutu 1- 政治
□ 物的証拠 physical evidence 4- 社会
□ 物的被害 material damage 4- 社会
□ 沸点 boiling point 2- 経済
□ 物々交換 barter 2- 経済
□ 物理学 physics 3- 生活
□ 物理学者 physicist 3- 生活
□ 物理現象 physical phenomenon 3- 生活
□ 物理的な physical 3- 生活
□ 物理的要因 physical factor 5- 健康
□ 物流 distribution 2- 経済
□ 不定期昇給 irregular pay raise 3- 生活
□ 不適切な impertinent / improper / inappropriate 1- 政治
□ ブドウ球菌 staphylococcus 5- 健康
□ 不凍港 ice-free harbor 4- 社会
□ 不登校  truancy 3- 生活
□ 不登校児 truant 3- 生活
□ 不動産 real estate 2- 経済
□ 不動産鑑定士 real estate appraiser 2- 経済
□ 不動産業 real estate (business) 2- 経済
□ 不動産業者 realtor 2- 経済
□ 不動産差し押さえ distraint 4- 社会
□ 不動産所得 income from real estate 3- 生活
□ 不動産代理業者 real estate agent 2- 経済
□ ブドウ糖質 glucose / grape sugar 5- 健康
□ 浮動投票者 swing [floating / undecided / independent] voter 1- 政治
□ 不当な unjustified 1- 政治
□ 不動の firm 1- 政治
□ 不当利得 profiteering 2- 経済
□ 不当利得者 profiteer 2- 経済
□ 不当労働行為 unfair labor practice  3- 生活
□ 太った overweight 5- 健康
□ 太腿 thigh 5- 健康
□ 船積み shipping 2- 経済
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□ 船出 embarkation 2- 経済
□ 船便 surface [sea] mail 2- 経済
□ 不妊症 sterility 5- 健康
□ 不妊治療 fertility treatment 5- 健康
□ 不妊の sterile 5- 健康
□ 船 ship 2- 経済
□ 不燃ゴミ unburnable garbage / incombustible garbage /  4- 社会
 nonburnables
□ 不買運動 boycott 2- 経済
□ 腐敗した rotten / decomposed 5- 健康
□ 腐敗しやすい perishable 5- 健康
□ 腐敗しやすい食品 perishables 5- 健康
□ 吹雪 snowstorm 4- 社会
□ 不服申立て complaint 4- 社会
□ 部分月食 partial lunar eclipse 4- 社会
□ 不文憲法 unwritten constitution 1- 政治
□ 部分日食 partial solar eclipse 4- 社会
□ 不文法 unwritten law 1- 政治
□ 普遍的な universal 4- 社会
□ 不法移民 illegal immigrant [alien] 1- 政治
□ 不法行為 irregularity 4- 社会
□ 不法就労 illegal working 4- 社会
□ 不法就労者 illegal worker 3- 生活
□ 不法就労で逮捕される be caught for working illegally 4- 社会
□ 不法所持 illegal possession 4- 社会
□ 不法滞在する stay illegally 1- 政治
□ 不法長期滞在 overstay 1- 政治
□ 不法長期滞在者 overstayer 1- 政治
□ 不法投棄 illegal dumping 4- 社会
□ 不法に上陸する（～に） unlawfully land on ... 4- 社会
□ 不法入国 illegal immigration [entry] 1- 政治
  4- 社会
□ 不法薬物取引 drug trafficking 4- 社会
□ 不飽和脂肪酸 unsaturated fat 5- 健康
□ 不眠 sleeplessness 5- 健康
□ 不眠症 insomnia 5- 健康
□ 不眠症の insomniac / sleepless 5- 健康
□ 不眠の sleepless 5- 健康

□ 不名誉除隊 dishonorable discharge from the military 1- 政治
□ 不毛の infertile / barren / poor 2- 経済
□ 浮遊機雷 drifting mine 1- 政治
□ フュージョン fusion 3- 生活
□ 扶養控除 exemption for dependents 2- 経済
□ プラーク plaque 5- 健康
□ フライト flight 2- 経済
□ プライベート・オペレーター private operator 1- 政治
□ プライマリーバランス primary balance 2- 経済
□ プラシーボ placebo 5- 健康
□ プラスチック爆弾 plastic bomb 1- 政治
□ ブラックボックス black box / flight information and voice recorder 4- 社会
□ フラッシュメモリ flash memory 3- 生活
□ フラット flat 2- 経済
□ フランチャイズ契約 franchise contract 2- 経済
□ ブランデー brandy 5- 健康
□ プランテーション plantation 2- 経済
□ ブランド brand 2- 経済
□ ブランド品 brand(-name) product 2- 経済
□ ブリ yellowtail 5- 健康
□ フリーウェイ freeway 2- 経済
□ フリーキャッシュフロー free cash flow 2- 経済
□ フリーター job-hopping part-time worker /  3- 生活
 job-hopping part-timer
□ プリオン prion 5- 健康
□ フリゲート艦 frigate 1- 政治
□ 振付師 choreographer 3- 生活
□ 降り積もる pile up 4- 社会
□ 不良債権 bad loan 2- 経済
□ 浮力 buoyancy 5- 健康
□ 武力行使する go to war 1- 政治
□ 武力衝突 violent clash / armed conflict 1- 政治
□ プリンシパル投資 principal investment 2- 経済
□ プリン体 purine 5- 健康
□ 腐る go bad / rot / be spoiled / decompose 5- 健康
□ 古いことわざ old saying 1- 政治
□ ブルーカラー blue-collar worker / physical [manual] laborer 3- 生活
□ プル戦略 pull strategy 2- 経済



—119—

ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

□ プルトニウム plutonium 3- 生活
□ プルトニウム爆弾 plutonium bomb 1- 政治
□ プレクリアランス preclearance 1- 政治
□ プレゼンテーション presentation 3- 生活
□ フレックスタイム flextime 3- 生活
□ プレップスクール preparatory school / prep 3- 生活
□ ブレディ法 the Brady Law 1- 政治
□ ブローカー領域 Broca’s area 5- 健康
□ ブローカ失語症 Broca’s aphasia 5- 健康
□ ブログ blog 1- 政治
□ プロジェクト project 1- 政治
□ プロ精神 professionalism 3- 生活
□ プロダクトポートフォリオ管理 product portfolio management 2- 経済
□ プロダクトミックス product mix 2- 経済
□ プロテスタント Protestant 3- 生活
□ プロテスタントの教義 Protestantism 3- 生活
□ プロデューサー producer 3- 生活
□ プロパガンダ propaganda 4- 社会
□ プロビタミンA provitamin A 5- 健康
□ プロファイラー profiler 4- 社会
□ プロファイリング profiling 4- 社会
□ プロフェッショナル professional / pro 3- 生活
□ フロリダ半島 the Florida Peninsula 4- 社会
□ フロンガス chlorofluorocarbon 4- 社会
□ 不和 discord / disagreement 1- 政治
□ 噴火 eruption 4- 社会
□ 文化遺産 cultural asset 3- 生活
□ 文学 literature 3- 生活
□ 文化勲章 Order of Culture 3- 生活
□ 噴火口 crater 4- 社会
□ 文化財 cultural property / cultural assets 3- 生活
□ 文化財保護法 the Cultural Properties Protection Law 1- 政治
□ 文化人類学 cultural anthropology 3- 生活
□ 噴火する erupt 4- 社会
□ 分割払い installment payment 2- 経済
□ 文化的同化 cultural assimilation 1- 政治
□ 文化的雪解け cultural détente 1- 政治
□ 文化の日 the Culture Day 3- 生活

□ 文化・メディア・スポーツ省 the Department for Culture, Media and Sport 1- 政治
□ 文化・メデイア・スポーツ相 the Minister for Culture, Media and Sport 1- 政治
□ 文教・科学振興費 education and science expenditure 2- 経済
□ 分散投資 diversification 2- 経済
□ 分子 molecule 3- 生活
□ 文書 document 3- 生活
□ 分譲マンション condominium / condo 2- 経済
□ 文書化 documentation 3- 生活
□ 粉飾決算 accounting fraud 2- 経済
□ 粉塵 dust 4- 社会
□ 分析 analysis 1- 政治
□ 分析可能な analyzable 1- 政治
□ 分析者 analyst 1- 政治
□ 分析する（～を） analyze 1- 政治
□ 紛争 dispute / conflict 1- 政治
□ 分隊 squad 1- 政治
□ 憤怒 wrath 3- 生活
□ 糞尿 feces and urine 4- 社会
□ 分派闘争 sectarian strife 1- 政治
□ 糞便 feces / stool 5- 健康
□ 分娩 delivery / childbirth 5- 健康
□ 文民統制 civilian control 1- 政治
□ 分立 schism 3- 生活
□ 分離独立 secession 1- 政治
□ 分離独立運動 separationist movement 1- 政治
□ 分離独立主義者 secessionist / separationist 1- 政治
□ 分離独立する（～から） secede [separate] from ... 1- 政治
□ 分留 fractional distillation 2- 経済
□ 分裂 schism 3- 生活
□ 分裂する break apart 1- 政治

へ

□ ペアワーク pair work 3- 生活
□ 平滑筋 smooth muscle 5- 健康
□ 兵器 weapon 1- 政治
□ 米議会 the U.S. Congress 1- 政治
□ 兵器査察 arms inspection 1- 政治
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□ 平均気温 average temperature 4- 社会
□ 平均身長 average height 5- 健康
□ 閉経 menopause 5- 健康
□ 平衡感覚 the sense of balance 5- 健康
□ 米航空宇宙局 the National Aeronautics and Space Administration 3- 生活
□ 併合する（領土を～） annex 1- 政治
□ 米国大統領 the U.S. President / the Commander in Chief /  1- 政治
 Chief Executive
□ 米国特許庁 the U.S. Patent and Trademark Office 2- 経済
□ 米国副大統領 the U.S. Vice President 1- 政治
□ 兵士 soldier 1- 政治
□ 兵舎 barracks 1- 政治
□ 閉塞前線 occluded front 4- 社会
□ 米大学テスト the American College Test 3- 生活
□ 米大統領経済報告 the economic Report of the President 1- 政治
□ 兵站 logistics 1- 政治
□ 平地 flat [level] land 2- 経済
□ 米通商代表部 the U.S. Trade Representative 2- 経済
□ 平野 plain 4- 社会
□ 米連邦議会図書館 the Library of Congress 1- 政治
□ 平和憲法 war-renouncing constitution 1- 政治
□ 平和主義 pacifism 1- 政治
□ 平和主義者 pacifist 1- 政治
□ 平和主義の立場を取る take a pacifist stance 1- 政治
□ 平和と安定を維持する maintain peace and stability 1- 政治
□ 平和と正義 peace and justice 1- 政治
□ 平和に対する罪 crime against peace 1- 政治
□ ベータカロチン beta-carotene 5- 健康
□ β（ベータ）波 beta wave 5- 健康
□ ベートーベン（ドイツ） Beethoven 3- 生活
□ ベーリング海峡 the Bering Strait 4- 社会
□ ペクチン pectin 5- 健康
□ へこみ dent 4- 社会
□ ペスト菌 plague bacillus 1- 政治
□ ペスト分析 PEST analysis 2- 経済
□ へそ navel / belly button 5- 健康
□ ペソ peso 2- 経済
□ 別居 separation 3- 生活

□ 別居している（～と） be separated from ... 3- 生活
□ ヘッジファンド hedge fund 2- 経済
□ ペットショップ pet shop 2- 経済
□ ヘッドハンター headhunter 3- 生活
□ ヘッドハンティング headhunting 3- 生活
□ ペットボトル PET (polyethylene terephthalate) bottle /  4- 社会
 plastic bottle
□ ヘッドライン headline 1- 政治
□ ヘドロ sludge 4- 社会
□ ベネチア映画祭 the Venice Film Festival 3- 生活
□ ベビーブーム世代 the Baby Boom Generation 2- 経済
□ ベビーブーム世代の人々 baby boomers 2- 経済
□ ヘビ恐怖症  ophidiophobia 5- 健康
□ ペプシン pepsin 5- 健康
□ ヘマトクリット値 hematocrit value 5- 健康
□ ヘモグロビン hemoglobin 5- 健康
□ ヘリウム helium 4- 社会
□ ヘリカルCT helical CT 5- 健康
□ ヘリコプター helicopter / copter / chopper 1- 政治
□ ベルサイユ宮殿（フランス） the Palace of Versailles 2- 経済
□ ペルシャ湾 the Persian Gulf 4- 社会
□ ヘルパー T細胞 helper T cell 5- 健康
□ ヘルペス cold sore / herpes simplex 5- 健康
□ ベルリン映画祭 the Berlin Film Festival 3- 生活
□ ヘロイン heroin 5- 健康
□ 編（法令などの～） title 1- 政治
□ 変温動物 cold-blooded animal 4- 社会
□ 変額保険 variable-rate insurance 3- 生活
□ 返還 reversion / handover 1- 政治
□ 返還する（～を） revert 1- 政治
□ 返還する（領土を～） return 1- 政治
□ 偏狭的愛国主義 chauvinism 1- 政治
□ 偏狭的愛国主義者 chauvinist 1- 政治
□ 偏狭的愛国主義の chauvinistic 1- 政治
□ 変形性関節症 degenerative joint disease / osteoarthritis 5- 健康
□ 偏見 prejudice / bias 4- 社会
□ 便検査 stool test 5- 健康
□ 弁護士 lawyer / attorney 4- 社会
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□ 弁護士の助言を受ける take legal advice 4- 社会
□ 弁護団 defendant’s counsel 4- 社会
□ 変死する die an unnatural death 5- 健康
□ 偏執症 paranoia 5- 健康
□ 偏執症の paranoiac 5- 健康
□ 変種（細菌の～） strain 5- 健康
□ 編集者 editor 1- 政治
□ 編集する（～を） edit 1- 政治
□ 編集長 editor in chief 1- 政治
□ 偏食 unbalanced diet 5- 健康
□ 偏頭痛 migraine 5- 健康
□ 変性脂肪酸 trans fat 5- 健康
□ 編制する（～を） organize 1- 政治
□ 偏西風 westerlies 4- 社会
□ 変態 pervert 4- 社会
□ ベンチマーク benchmark 2- 経済
□ ベンチャーキャピタル venture capital 2- 経済
□ ベンチャー事業 business venture 2- 経済
□ ベンチャー投資会社 venture capital firm 2- 経済
□ 便通 bowel movement 5- 健康
□ 変電所 substation 4- 社会
□ 扁桃 tonsil 5- 健康
□ 変動 fluctuation 2- 経済
□ 扁桃炎 tonsillitis 5- 健康
□ 変動為替相場制 floating exchange rate system 2- 経済
□ 変動金利 floating interest rate 2- 経済
□ 変動金利型住宅ローン adjustable-rate mortgage 2- 経済
□ 変動する fluctuate 2- 経済
□ 変動費 variable cost 2- 経済
□ 変動率 volatility 2- 経済
□ 便秘 constipation 5- 健康
□ 便秘の constipated 5- 健康

ほ

□ 保育園 preschool / nursery school 3- 生活
□ 保育園児 preschool [nursery school] child 3- 生活
□ ボイスメール voicemail 3- 生活

□ ポイズンピル poison pill 2- 経済
□ 法 law 1- 政治
□ 法案 bill / draft / measure 1- 政治
□ 法医学 forensic medicine 3- 生活
□ 法医学者 medicolegal expert 4- 社会
□ 包囲攻撃 siege 1- 政治
□ 包囲作戦 encircling operation 1- 政治
□ 包囲された besieged / under siege 1- 政治
□ 包囲する（～を） encircle / besiege 1- 政治
□ 包囲態勢 encircling formation 1- 政治
□ 包囲網 encircling formation 1- 政治
□ 暴飲暴食 binge eating and drinking 5- 健康
□ 防衛医科大学校 the National Defense Medical College 1- 政治
□ 防衛省 the Ministry of Defense 1- 政治
□ 防衛大学校 the National Defense Academy 1- 政治
□ 防衛大臣 the Minister of Defense 1- 政治
□ 防衛力 defense capability 1- 政治
□ 貿易 trade 2- 経済
□ 貿易赤字 trade deficit 2- 経済
□ 貿易改革 trade reform 2- 経済
□ 貿易黒字 trade surplus 2- 経済
□ 貿易産業相 the Minster for Trade and Industry 1- 政治
□ 貿易自由化 trade liberalization 2- 経済
□ 貿易収支 trade balance 2- 経済
□ 貿易障害 trade barrier 2- 経済
□ 貿易制裁 trade sanction 2- 経済
□ 貿易風 trade wind 4- 社会
□ 貿易不均衡 trade imbalance 2- 経済
□ 貿易摩擦 trade friction 2- 経済
□ 貿易量 trade level 2- 経済
□ 貿易論争 trade dispute 2- 経済
□ 法皇［教皇］の papal 3- 生活
□ 放火（罪） arson 4- 社会
□ 崩壊（する） collapse / fall 1- 政治
□ 妨害工作 sabotage 3- 生活
□ 崩壊させる（～を） flatten 4- 社会
□ 崩壊する（政権が～） fall 1- 政治
□ 妨害物 entanglement 1- 政治
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□ 法学 law 3- 生活
□ 包括的核実験禁止条約 the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 1- 政治
□ 包括的な comprehensive / omnibus 1- 政治
□ 放火犯 arsonist 4- 社会
□ 放棄 renouncement 1- 政治
 forbearance 4- 社会
□ 蜂起 uprising 1- 政治
□ 放棄する（～を） renounce 1- 政治
□ 豊胸手術 breast enlargement [augmentation] 5- 健康
□ 防空識別圏 Air Defense Identification Zone 1- 政治
□ 暴君 tyrant 1- 政治
□ 砲撃 shelling 1- 政治
□ 砲撃する（～を） shell 1- 政治
□ 冒険 adventure 3- 生活
□ 暴行 attack 4- 社会
□ 膀胱 urinary bladder 5- 健康
□ 膀胱炎 cystitis 5- 健康
□ 防災士 disaster prevention expert 4- 社会
□ 防災対策 disaster prevention measures 4- 社会
□ 防災用品 emergency supplies 4- 社会
□ 謀殺 murder / homicide 4- 社会
□ 法執行当局 law enforcement official 4- 社会
□ 放射性核種 radioactive nuclide 4- 社会
□ 放射性降下物 (radioactive) fallout 4- 社会
□ 放射性廃棄物処理場 radioactive waste disposal site 4- 社会
□ 放射性物質 radioactive material 4- 社会
□ 放射線 radiation 4- 社会
□ 放射線科医 radiologist 5- 健康
□ 放射線診断 radiographic examination 5- 健康
□ 放射線診断被爆 exposure to radiation from radiographic 5- 健康
 examinations
□ 放射線治療 radiotherapy / radiation therapy 5- 健康
□ 放射能 radioactivity 4- 社会
□ 放射能漏れ radioactive leak / radiation leakage 4- 社会
□ 砲手 artilleryman 1- 政治
□ 報酬 compensation / remuneration 3- 生活
□ 報奨金 bounty 4- 社会
□ 暴食 gluttony 3- 生活

□ 幇助罪 aiding and abetting 4- 社会
□ 幇助する（犯罪を） abet 4- 社会
□ 法人 corporation 2- 経済
□ 法人格 corporation status 2- 経済
□ 法人税 corporate tax 2- 経済
□ 放水する discharge [spray] water 4- 社会
□ 暴政 tyranny 1- 政治
□ 暴政に耐える endure tyranny 1- 政治
□ 放送 broadcasting 1- 政治
□ 放送衛星 broadcasting satellite 1- 政治
□ 放送する（～を） air / broadcast 1- 政治
□ 放送中 on air 1- 政治
□ 放送免許 broadcast license 1- 政治
□ 包帯 bandage 5- 健康
□ 砲弾 shell 1- 政治
□ 防弾ガラス bulletproof glass 1- 政治
□ 防弾チョッキ body armor / protective [bulletproof] vest [jacket] 1- 政治
□ 防弾ヘルメット bulletproof helmet 1- 政治
□ 放逐 ouster 1- 政治
□ 膨張剤 inflating agent 5- 健康
□ 膨張する inflate 5- 健康
□ 膨張する赤字 ballooning deficit 2- 経済
□ 法廷闘争 court battle 4- 社会
□ 法廷侮辱罪 contempt of court charge 4- 社会
□ 法的強姦 statutory rape 4- 社会
□ 法典 code 1- 政治
□ 放電 electric discharge 4- 社会
□ 暴徒 mob 4- 社会
□ 報道 coverage 1- 政治
□ 暴動 riot 4- 社会
□ 報道関係者通行許可証 press pass 1- 政治
□ 報道機関 press 1- 政治
□ 報道協定 intermedia agreement on coverage rules 1- 政治
□ 報道雑誌 newsmagazine 1- 政治
□ 暴動者 mutineer 4- 社会
□ 報道写真家 photojournalist 1- 政治
□ 報道陣 press corps 1- 政治
□ 報道する（～を） cover / report 1- 政治
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□ 冒頭陳述 opening statement 4- 社会
□ 報道の自由 freedom of press [the media] / press freedom 1- 政治
□ 暴動を起こす cause a riot 4- 社会
□ 暴動を鎮圧する quell [put down / suppress] a riot 4- 社会
□ 冒涜する（～を） blaspheme 3- 生活
□ 冒涜的な blasphemous / sacrilegious 3- 生活
□ 冒涜的な言葉を使う（～に対して） utter blasphemies against ... 3- 生活
□ 法の裁きを受けさせる（～に） bring ... to justice 4- 社会
□ 防波堤 seawall / breakwater 4- 社会
□ 防犯 crime prevention 4- 社会
□ 防犯カメラ security camera 4- 社会
□ 防犯設備 security equipment 4- 社会
□ 防犯ベル burglar alarm 4- 社会
□ 暴風雨 rainstorm 4- 社会
□ 防風林 windbreak 4- 社会
□ 報復 retaliation / reprisal 1- 政治
□ 報復関税    punitive tariff 2- 経済
□ 報復攻撃 retaliatory strike 1- 政治
□ 報復手段 retaliatory measure 1- 政治
□ 報復する（～に） retaliate / get even with ... 1- 政治
□ 報復テロ retaliatory terrorism 1- 政治
□ 砲兵 artilleryman 1- 政治
□ 砲兵隊 artillery 1- 政治
□ 放牧する pasture 2- 経済
□ 法務省 the Ministry of Justice / the Justice Ministry /  1- 政治
 the Ministry of Justice
□ 法務総裁 the Attorney General 1- 政治
□ 法務大臣 the Minister of Justice 1- 政治
□ 亡命 asylum / defection 1- 政治
□ 亡命希望者 asylum seeker 1- 政治
□ 亡命した exiled 1- 政治
□ 亡命者 defector 1- 政治
□ 亡命する defect 1- 政治
□ 亡命政府 government-in-exile 1- 政治
□ 亡命中で in exile 1- 政治
□ 亡命中に in exile 1- 政治
□ 亡命中の exiled 1- 政治
□ 訪問客 visitor 2- 経済

□ 訪問販売 door-to-door sale 2- 経済
□ 法律 act 1- 政治
□ 法律（制定） legislation 1- 政治
□ 法律（～に関する） act on ... 1- 政治
□ 法律事務所 law firm 2- 経済
□ 法律上の別居 legal separation 3- 生活
□ 法律の専門家 legal expert 4- 社会
□ 暴力 violence 4- 社会
□ 暴力団 crime organization / crime syndicate /  4- 社会
 underworld organization / gang / mob
□ 暴力団員 gangster 4- 社会
□ 暴力的な violent 4- 社会
□ ボウリング場 bowling alley 3- 生活
□ 法令 statute / decree 1- 政治
□ ほうれん草 spinach 5- 健康
□ 飽和 saturation 5- 健康
□ 飽和脂肪酸 saturated fat 5- 健康
□ 飽和状態の saturated 4- 社会
□ 飽和する saturate 5- 健康
□ 飽和点 saturation point 2- 経済
□ ほお cheek 5- 健康
□ ボート boat 2- 経済
□ ポートフォリオ portfolio 2- 経済
□ ボーナス bonus 3- 生活
□ ほおの増強移植 cheek implant 5- 健康
□ ホームレス（の） homeless 1- 政治
□ 保管 preservation 4- 社会
□ 簿記 bookkeeping 2- 経済
□ 簿記係 bookkeeper 2- 経済
□ 補給物資 supplies 4- 社会
□ 北緯 the northern latitude 4- 社会
□ 牧師 pastor / reverend 3- 生活
□ ボクシングデー the Boxing Day 3- 生活
□ 牧草地 grassland / meadow / pasture 2- 経済
□ 北斗七星 the Dipper 4- 社会
□ 北米自由貿易協定 the North American Free Trade Agreement 2- 経済
□ 北米大陸 the North American Continent 4- 社会
□ 捕鯨（業） whaling 2- 経済
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□ 補欠選挙 by-election 1- 政治
□ 保険 insurance 3- 生活
□ 保険（業）者 insurer 3- 生活
□ 保険受取金 insurance money 3- 生活
□ 保健衛生対策費 health and sanitation expenditure 2- 経済
□ 保険外交員 insurance agent 3- 生活
□ 保険会社 insurance company 3- 生活
□ 保険金受取人 beneficiary 3- 生活
□ 保険金詐欺 insurance fraud 4- 社会
□ 保険金の払戻し reimbursement 3- 生活
□ 保険契約 insurance contract 3- 生活
□ 保険契約者 insurant 3- 生活
□ 保健師 public health nurse 5- 健康
□ 保健所 health center 5- 健康
□ 保健省 the Department of Health 1- 政治
□ 保健相 the Health Minister 1- 政治
□ 保険証書 insurance policy 3- 生活
□ 保険適用外の uncovered 3- 生活
□ 保険で保証する（～を） cover 3- 生活
□ 保険範囲 coverage 3- 生活
□ 保健福祉省 the Department of Health and Human Services 1- 政治
□ 保健福祉長官 the Secretary of Health and Human Services 1- 政治
□ 保険料 premium 3- 生活
□ 保険をかける（～に） insure 3- 生活
□ 保護 conservation 4- 社会
□ 保護［管理］する（～を） conserve 4- 社会
□ 歩行が不自由な lame 1- 政治
□ 歩行者 pedestrian 2- 経済
□ 保護観察官 probation officer 4- 社会
□ 保護観察処分 probation 4- 社会
□ 保護観察処分制度 probation system 4- 社会
□ 保護観察処分中である be on probation 4- 社会
□ 保護関税 protective tariff 2- 経済
□ 保護区 preserve / protected area 4- 社会
□ 保護区（自然資源） reserve 4- 社会
□ 保護者の指導を望む PG (parental guidance suggested) 3- 生活
□ 保護者の同伴を要す R (restricted) 3- 生活
□ 保護貿易主義 protectionism 2- 経済

□ 保護貿易政策 protectionist policy 2- 経済
□ ほこら small shrine 3- 生活
□ ホコリダニ dust mite 5- 健康
□ 菩薩 Bodhisattva 3- 生活
□ 保持 retention 3- 生活
□ 星占いの horoscopic 3- 生活
□ 星占いをする cast a horoscope 3- 生活
□ 母子感染 mother-to-child infection /  5- 健康
 infection from mother to child
□ 干し草 hay 2- 経済
□ 干し草の山 haycock 2- 経済
□ 保持する retain 3- 生活
□ 保釈 bail 4- 社会
□ 保釈金 bail 4- 社会
□ 保釈金を払う pay the bail 4- 社会
□ 保釈される be released on bail 4- 社会
□ 保釈中である be under parole 4- 社会
□ 保釈を認める grant [allow / accept] bail 4- 社会
□ 補習クラス remedial course 3- 生活
□ 保守主義 conservatism 1- 政治
□ 保守主義者 conservative 1- 政治
□ 保守主義の conservative 1- 政治
□ 保守党 the Conservative Party 1- 政治
□ 保証 warrant 2- 経済
□ 補償 compensation 3- 生活
  4- 社会
□ 補償する（～に対して） compensate for ... 3- 生活
□ 補償する（Aに対してBを～） compensate A for B 4- 社会
□ 補助器具 aid 5- 健康
□ 補助金 subsidy 2- 経済
□ ポストドク postdoc 3- 生活
□ ホスピス hospice 5- 健康
□ ボスポラス海峡 the Bosporus Strait 4- 社会
□ 補正予算   supplementary budget 2- 経済
□ 墓石 tombstone 3- 生活
□ 細い thin 5- 健康
□ 舗装する（～を） pave 2- 経済
□ 舗装道路 paved road 2- 経済
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□ 保存 conservation / preservation 4- 社会
□ 保存食 preserved food 5- 健康
□ 菩提樹 linden 4- 社会
□ ポタシウム potassium 5- 健康
□ ホタテ scallop 5- 健康
□ 墓地 graveyard 3- 生活
□ 補聴器 hearing aid 1- 政治
□ 勃起 erection 5- 健康
□ 勃起が収まる lose one’s erection 5- 健康
□ 勃起障害 erectile dysfunction 5- 健康
□ 勃起する erect / have [get] an election 5- 健康
□ 北極海 the Arctic Ocean 4- 社会
□ 北極グマ polar bear 3- 生活
□ 北極圏 the Arctic 4- 社会
□ 北極星 Polaris / the polar star 4- 社会
□ 北極点 the North Pole 4- 社会
□ ホッケ Atka mackerel 5- 健康
□ 没収 confiscation 4- 社会
□ ほっそりした slender / slim 5- 健康
□ ポツダム会談 Potsdom meeting 1- 政治
□ ポツダム宣言 the Potsdam Declaration / Potsdam Proclamation 1- 政治
□ ぽっちゃりした chubby / plump 5- 健康
□ ホップ hop 5- 健康
□ ポップス pops 3- 生活
□ 北方領土 the Northern Territories 1- 政治
□ ボツリヌス菌 botulinus 1- 政治
□ ホテル経営者 hotelkeeper / hotelier 2- 経済
□ ホテルを経営する run [keep] a hotel 2- 経済
□ ホテルを予約する make a hotel reservation 2- 経済
□ 舗道 pavement 2- 経済
□ 歩道 sidewalk 2- 経済
□ 歩道橋 overpass 2- 経済
□ ボトムライン bottom line 2- 経済
□ ボトル飲料水 bottled water 5- 健康
□ ほ乳動物 mammal 3- 生活
□ 骨 bone 5- 健康
□ 骨の折れる arduous 1- 政治
 laborious 3- 生活

□ 骨太の large-boned 5- 健康
□ 炎 flame 4- 社会
□ ホバークラフト Hovercraft / air-cushion vehicle 2- 経済
□ ポピュリズム populism 1- 政治
□ ポプラ poplar 4- 社会
□ 歩兵 infantry 1- 政治
□ ボランティア volunteer 1- 政治
□ ボランティア活動 volunteer labor [activity / activities / work] /  1- 政治
 volunteering
□ ボランティア精神 volunteerism 1- 政治
□ ボランテイアを動員する mobilize volunteers 1- 政治
□ ポリープ polyp 5- 健康
□ ポリウレタン polyurethane 3- 生活
□ ポリエチレン polyethylene 3- 生活
□ ポリ塩化ビフェニール polychlorinated biphenyls  4- 社会
□ ポリオ poliomyelitis 5- 健康
□ ポリオウイルス poliovirus 5- 健康
□ ポリグラフ polygraph / lie detector 4- 社会
□ ポリフェノール polyphenol 5- 健康
□ ポリマー polymer 3- 生活
□ ホルモン hormone 5- 健康
□ ホルモン異常 hormone disorder  5- 健康
□ ホルモン剤 hormone drug 5- 健康
□ ホルモン置換療法 hormone replacement therapy 5- 健康
□ ホルモンの hormonal 5- 健康
□ ホルモン療法 hormone therapy 5- 健康
□ ホロコースト holocaust 4- 社会
□ ホワイトカラー white-collar worker 3- 生活
□ ホワイトナイト white knight 2- 経済
□ 盆 tray 3- 生活
□ 盆踊り Bon dance 3- 生活
□ 本会議 plenary session 1- 政治
□ 本国送還 repatriation 1- 政治
□ 本国送還する（～を） repatriate 1- 政治
□ 本尊 main deity 3- 生活
□ 本隊 main unit 1- 政治
□ 盆地 basin 4- 社会
□ 本殿 main shrine 3- 生活
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□ ポンド pound 2- 経済
□ 本土ミサイル防衛 National Missile Defense 1- 政治
□ 本能 instinct 5- 健康
□ 本能的な instinctive 5- 健康
□ ぽん引き pimp 4- 社会
□ 本文 body 1- 政治
□ 盆祭り the Bon Festival [dancing] 3- 生活
□ 本物の証明書 authentic license 1- 政治

ま

□ マーガリン margarine 5- 健康
□ マークアップ markup 2- 経済
□ マーケットプライシング market pricing 2- 経済
□ マーケット分析 market analysis 2- 経済
□ マーケティング marketing 2- 経済
□ マーケティングミックス marketing mix 2- 経済
□ マーケティングリサーチ marketing research 2- 経済
□ マーケティングを行う do marketing 2- 経済
□ マーチャンダイジング merchandising 2- 経済
□ マイナスイオン minus ion 4- 社会
□ マウスウォッシュ mouthwash 5- 健康
□ 前歯 front tooth 5- 健康
□ 前払費用 prepaid expense 2- 経済
□ 勾玉 comma-shaped bead 2- 経済
□ まき散らす（～を） sprinkle 4- 社会
□ 紛らわしい misleading / delusive 1- 政治
□ 幕 curtain 3- 生活
□ 膜 membrane 5- 健康
□ マグニチュード magnitude 4- 社会
□ マグネシウム magnesium 5- 健康
□ マグマ magma 4- 社会
□ マグマだまり magma chamber 4- 社会
□ マグロ tuna 5- 健康
□ マクロ経済学 macroeconomics 2- 経済
□ マクロファージ macrophage 5- 健康
□ 摩擦 friction 4- 社会
□ マス trout 5- 健康

□ 増す deepen 1- 政治
□ 麻酔 anesthesia 5- 健康
□ 麻酔科医 anesthesiologist 5- 健康
□ 麻酔ガス吸引器 anesthetic gas provider 5- 健康
□ 麻酔の anesthetic 5- 健康
□ 麻酔をかける（～に） anesthetize 5- 健康
□ マスコミ mass communication 1- 政治
□ マスコミへの情報公開 press release 1- 政治
□ 貧しい食事 poor diet 5- 健康
□ マスタードガス mustard gas 1- 政治
□ マスメディア mass media 1- 政治
□ 待ち受ける（～を） brace for ... 4- 社会
□ 間違って表された misrepresented 1- 政治
□ 間違って解釈された misinterpreted 1- 政治
□ 間違って情報が伝えられた misinformed 1- 政治
□ 町の騒音 street noise 4- 社会
□ 待ち伏せ ambush 1- 政治
□ 町役場 town office 1- 政治
□ マツ pine 4- 社会
□ 末期がん terminal cancer 5- 健康
□ 末期の terminal 5- 健康
□ まつげ eyelash 5- 健康
□ マッサージ massage 5- 健康
□ マッサージ師 massager / massagist 5- 健康
□ 末梢血管 peripheral blood vessel 5- 健康
□ 末梢神経系 peripheral nervous system 5- 健康
□ 末端価格 street price 2- 経済
□ 松葉づえ crutch 1- 政治
  5- 健康
□ 祭る（～を） enshrine 3- 生活
□ 的外れな misguided 1- 政治
□ マニフェスト manifesto 1- 政治
□ マネーローンダリング money laundering 4- 社会
□ マネジメントバイアウト management buyout 2- 経済
□ マネタリズム monetarism 2- 経済
□ まねをする（～の） impersonate 3- 生活
□ 麻痺 paralysis 5- 健康
□ 麻痺した paralyzed 5- 健康
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□ マフィア Mafia 4- 社会
□ まぶしがり症 photophobia 5- 健康
□ まぶた eyelid 5- 健康
□ まぶたのたるみ除去 upper lid lift 5- 健康
□ 魔法をかける（～に） cast a spell on ... 3- 生活
□ 幻の illusionary 5- 健康
□ 真水 fresh water 4- 社会
□ まめ blister 5- 健康
□ 魔物 evil being 3- 生活
□ 麻薬 drug 5- 健康
□ 麻薬王 drug lord / drug king 4- 社会
□ 麻薬及び向精神薬取締法 the Narcotics Control Law 1- 政治
□ 麻薬カルテル drug cartel 4- 社会
□ 麻薬取引人 drug trafficker [dealer] 4- 社会
□ 麻薬の密輸 drug smuggling 4- 社会
□ 麻薬密売組織 drug cartel 4- 社会
□ まゆげ eyebrow 5- 健康
□ 眉毛への入れ墨 eyebrow tattooing 5- 健康
□ マラッカ海峡 the Strait of Malacca 4- 社会
□ マラリア malaria 5- 健康
□ マラリア原虫 plasmodium 5- 健康
□ マリファナ marijuana 5- 健康
□ マルクス主義 Marxism 2- 経済
□ マルクス主義者 Marxian 2- 経済
□ マルクス・レーニン主義 the Marxism Leninism 2- 経済
□ マルチメディア multimedia 1- 政治
□ マレー半島 the Malay Peninsula 4- 社会
□ 漫画 cartoon 1- 政治
□ マンガン manganese 5- 健康
□ マンガン団塊 manganese nodule 4- 社会
□ 満期返戻金 maturities 3- 生活
□ マングローブ mangrove 4- 社会
□ 満月 full moon 4- 社会
□ 満室の occupied 2- 経済
□ 慢性赤字の deficit-ridden 2- 経済
□ 慢性肝炎 chronic hepatitis 5- 健康
□ 慢性疾患 malady 5- 健康
□ 慢性腎炎 chronic nephritis 5- 健康

□ 慢性的失業 chronic unemployment 3- 生活
□ 慢性の chronic 5- 健康
□ 慢性疲労 chronic fatigue 5- 健康
□ 満席である be filled to capacity 2- 経済
□ 満潮 high water [tide] 4- 社会
□ 万年雪 permanent snow 4- 社会
□ 万引き shoplifting 4- 社会
□ 万引きする shoplift 4- 社会
□ 万引き犯 shoplifter 4- 社会
□ 満腹中枢 satiety center 5- 健康
□ 満腹になる feel [be] full 5- 健康
□ マンボ mambo 3- 生活

み

□ 巳（蛇） snake 3- 生活
□ 見合い結婚 arranged marriage 3- 生活
□ ミートボール meatball 5- 健康
□ ミイラ mummy 2- 経済
□ 身動きがとれない（～の中で） be trapped in ... 4- 社会
□ 見えない invisible 4- 社会
□ 見える visible 4- 社会
□ ミオグロビン myoglobin 5- 健康
□ 見返り kickback 4- 社会
□ 味覚障害 taste disorder 4- 社会
□ 未確認の unidentified 4- 社会
□ 三日月 crescent 4- 社会
□ 身柄引き渡し extradition 1- 政治
□ 身柄を引き渡す（～の） extradite 1- 政治
□ 幹 trunk / stem 4- 社会
□ ミクロ経済学 microeconomics 2- 経済
□ 巫女 shrine maid 3- 生活
□ みこし portable shrine 3- 生活
□ 見事な splendid 3- 生活
□ 未婚女性 spinster 3- 生活
□ 未婚男性 bachelor 3- 生活
□ 未婚の single / unmarried 3- 生活
□ ミサ Mass 3- 生活
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□ ミサイル missile 1- 政治
□ ミサイル攻撃 missile strike 1- 政治
□ ミサイル潜水艦 missile submarine 1- 政治
□ ミサイル防衛構想 missile defense system 1- 政治
□ 岬 cape 4- 社会
□ 未殺菌牛乳 raw milk 5- 健康
□ みじめな wretched 1- 政治
□ 惨めな miserable 1- 政治
□ 未承諾メール unsolicited e-mail 3- 生活
□ 湖 lake 4- 社会
□ 水瓶座 Aquarius 3- 生活
□ 水恐怖症 hydrophobia 5- 健康
□ 水疱瘡 chicken pox 5- 健康
□ 水虫 athlete’s foot / dermatophytosis 5- 健康
□ 未成年者との性交 sexual intercourse with minors 4- 社会
□ 店閉まいする close down 2- 経済
□ 溝 ditch / gutter 1- 政治
□ みぞおち pit of the stomach 5- 健康
□ 禊場 purification site 3- 生活
□ みぞれ sleet 4- 社会
□ 見出し headline 1- 政治
□ 道筋 route 2- 経済
□ 導く（Aを Bに～） lead A to B 4- 社会
□ 密教 esoteric Buddhism 3- 生活
□ 密航者 stowaway 1- 政治
□ 密航する smuggle 4- 社会
□ 密告者 informant / informer 4- 社会
□ 密栓［密封］する seal hermetically 5- 健康
□ 密造酒 bootleg 5- 健康
□ 密度 density 4- 社会
□ 密入国 illegal immigration [entry] 1- 政治
□ 密輸 smuggling 4- 社会
□ 密輸する（～を） smuggle 4- 社会
□ 密輸品 contraband 4- 社会
□ 密林 jungle 4- 社会
□ ミトコンドリア mitochondria 5- 健康
□ みどりの日 the Greenery Day 3- 生活
□ 港 harbor 4- 社会

□ 港（町） port 4- 社会
□ 港町 port town 4- 社会
□ 水俣病 Minamata Disease 5- 健康
□ 南十字星 the Southern Cross 4- 社会
□ 南大西洋 the South Atlantic Ocean 4- 社会
□ 南太平洋 the South Pacific Ocean 4- 社会
□ ミネラル mineral 2- 経済
  5- 健康
□ 身代金 ransom 4- 社会
□ 実りの多い fruitful 1- 政治
□ 実りのない fruitless 1- 政治
□ 未払い outstanding payment 2- 経済
□ 未払いの outstanding 2- 経済
□ 未必の故意 recklessness 4- 社会
□ 身分証明書 ID card 1- 政治
□ 見舞う make a hospital visit 5- 健康
□ 耳 ear 5- 健康
□ 耳が不自由な deaf 1- 政治
□ 耳たぶ earlobe 5- 健康
□ 耳鳴り tinnitus 5- 健康
□ 身元確認 background check 1- 政治
□ 身元を特定する（～の） identify 4- 社会
□ 脈拍 pulse 5- 健康
□ 脈拍計 sphygmograph 5- 健康
□ 脈拍をとる take one’s pulse 5- 健康
□ ミレニアム millennium 3- 生活
□ 民間機 civilian plane / civilian aircraft 2- 経済
□ 民間企業 private enterprise [company] 2- 経済
□ 民間部門 private sector 1- 政治
□ 民事再生法 the Civil Rehabilitation Law 1- 政治
□ 民事裁判 civil trial 4- 社会
□ 民事訴訟 civil action 4- 社会
□ 民事訴訟法 the Civil Procedure [Proceedings] Law /  1- 政治
 the Code of Civil Procedure
□ 民主化運動家 pro-democracy activist 4- 社会
□ 民主国家 democratic nation 1- 政治
□ 民主主義 democracy 1- 政治
□ 民主主義の democratic 1- 政治
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□ 民主主義を確立する create [establish / set up] democracy 1- 政治
□ 民主主義を危険にさらす endanger [threaten / jeopardize] democracy 1- 政治
□ 民主主義を弱体化させる weaken democracy 1- 政治
□ 民主主義を達成する achieve democracy 1- 政治
□ 民主主義をはぐくむ foster democracy 1- 政治
□ 民主主義を守る defend [protect] democracy 1- 政治
□ 民主主義をむしばむ undermine democracy 1- 政治
□ 民主主義をもたらす（～に） bring democracy to ... 1- 政治
□ 民主的な democratic 1- 政治
□ 民主党 the Democratic Party (of Japan) 1- 政治
□ 民主党公認で出馬する run on the DPJ ticket 1- 政治
□ 民主党大会 Democratic convention 1- 政治
□ 民主労働党 the Democratic Labor Party 1- 政治
□ 民族 ethnic group 1- 政治
□ 民俗学 folklore / folkloristics 3- 生活
□ 民族間の緊張 ethnic tension 1- 政治
□ 民族浄化 ethnic cleansing 1- 政治
□ 民族性  ethnicity 1- 政治
□ 民族紛争 ethnic conflict 1- 政治
□ 民族暴動 ethnic violence 1- 政治
□ みんなの党 Your Party 1- 政治
□ 民兵 militia 1- 政治
□ 民法 the Civil Law [Code] 1- 政治

む

□ 向かう（～に） head for ... 2- 経済
□ 向かう途中で（～へ） en route ... 2- 経済
□ 無期延長になる be adjourned for an indefinite period 1- 政治
□ 無傷で逃れる escape unscathed 4- 社会
□ 無傷の unharmed 4- 社会
□ 麦茶 roasted barley tea 5- 健康
□ 無許可医療器具 unapproved medical device 5- 健康
□ 無許可離隊 absence without leave 1- 政治
□ 無気力 apathy 5- 健康
□ 無形文化財 intangible cultural asset 3- 生活
□ 無効 nullification / invalidation 1- 政治
□ むこうずね shin 5- 健康

□ 無効な証明書 invalid certificate 1- 政治
□ 無効にする（～を） neutralize / override / nullify / invalidate 1- 政治
 repeal 4- 社会
□ 無国境経済 borderless economy 2- 経済
□ 無罪 not guilty 4- 社会
□ 無罪判決を下す acquit 4- 社会
□ 無罪放免 acquittal 4- 社会
□ 無罪を主張する plead innocent [not guilty] 4- 社会
□ 無差別殺人 slaughter 4- 社会
□ 無差別の indiscriminate 1- 政治
□ 無酸素運動 anaerobics 5- 健康
□ 蒸し暑い humid 4- 社会
□ 無資格の unqualified 3- 生活
□ 虫刺され insect bite 5- 健康
□ 虫歯 cavity / dental caries 5- 健康
□ 虫歯予防 prevention of cavities 5- 健康
□ 無脂肪牛乳 nonfat milk 5- 健康
□ 無重力 zero gravity 3- 生活
□ 無重力状態 weightlessness 3- 生活
□ 無重力の weightless 3- 生活
□ 矛盾した contradictory 1- 政治
□ 無償援助 grant-in-aid 1- 政治
□ 無条件降伏 unconditional surrender 1- 政治
□ 無所属である have no party affiliations 1- 政治
□ 無所属の independent 1- 政治
□ 無人機 unmanned aircraft 1- 政治
□ 無神教論の atheistic 3- 生活
□ 無人島 desert island 4- 社会
□ 無人飛行 unmanned flight 3- 生活
□ 無神論 atheism 3- 生活
□ 無神論者 atheist 3- 生活
□ 無政府主義 anarchism 1- 政治
□ 無政府主義者 anarchist 1- 政治
□ 無政府状態 anarchy 1- 政治
□ 無政府状態の anarchic 1- 政治
□ 無線 radio / wireless 1- 政治
□ 無線 LAN wireless LAN 3- 生活
□ 無線自動識別タグ radio frequency identification tag 3- 生活
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□ 無線通信 radio [wireless] communication 4- 社会
□ 無断欠勤 absence without leave (AWO) 3- 生活
□ 無秩序 chaos / disorder 1- 政治
□ 無痛の painless 5- 健康
□ 無敵の invincible 1- 政治
□ 無添加食品 additive-free food 5- 健康
□ 無党派層 floating voters 1- 政治
□ 無党派層を取り込む attract swing voters 1- 政治
□ 無党派の nonpartisan 1- 政治
□ 無二酸化炭素ガソリン CO2-free gasoline 3- 生活
□ 無認可薬物 unapproved drug 5- 健康
□ 胸 chest 5- 健康
□ 胸やけ heartburn 5- 健康
□ 無能な incompetent 3- 生活
□ 無皮脂症 asteatosis 5- 健康
□ 無謀運転 reckless driving 4- 社会
□ 無謀な audacious 1- 政治
□ 無名者の墓 tomb of the unknowns 3- 生活
□ 無名戦士の墓 tomb of unidentified soldiers 3- 生活
□ 無免許運転 unlicensed driving 4- 社会
□ 群がる swarm 4- 社会
□ 村役場 village office 1- 政治
□ 無利息ローン interest-free loan 2- 経済
□ 無料通話番号 toll-free number 2- 経済

め

□ 目 eye 5- 健康
□ 冥王星 Pluto 4- 社会
□ 明確な clear-cut 1- 政治
□ 明記 designation 1- 政治
□ 明記する（～を） designate 1- 政治
□ 明示的な denotative / explicit 1- 政治
□ 名所 tourist attraction 2- 経済
□ 瞑想 meditation 5- 健康
□ 瞑想する meditate 5- 健康
□ 命題 proposition 3- 生活
□ 明白な脅威と見なす（～を） consider ... as a palpable threat 1- 政治

□ 名目金利 nominal interest rate 2- 経済
□ 名目GDP nominal GDP 2- 経済
□ 名誉会長 honorary chairman 2- 経済
□ 名誉棄損 defamation 4- 社会
□ 名誉教授 professor emeritus 3- 生活
□ 名誉賞 the Honorary Award 3- 生活
□ 名誉除隊 honorable discharge from the military 1- 政治
□ 命令 order 4- 社会
□ メーカー maker / manufacturer 2- 経済
□ メーデー the May Day 3- 生活
□ メーデーバンクホリデー the May Day Bank Holiday 3- 生活
□ メールアドレス e-mail address 3- 生活
□ 眼鏡屋 optician’s shop 2- 経済
□ メガバンク megabank 2- 経済
□ 目が不自由な blind 1- 政治
□ 女神 goddess 3- 生活
□ メガロポリス megalopolis 4- 社会
□ メガワット megawatt 3- 生活
□ メキシコ湾 the Gulf of Mexico 4- 社会
□ メコン三角地帯 the Mekong Delta 4- 社会
□ 目覚めた awake 5- 健康
□ メス scalpel / surgical knife 5- 健康
□ メスの牛 cow 2- 経済
□ 雌のニワトリ hen 5- 健康
□ メタンガス methane gas 2- 経済
□ メチル水銀 methylmercury 5- 健康
□ メッカへの巡礼 hajj pilgrimage / pilgrimage to Mecca 3- 生活
□ メディアの注目を得る get media attention 1- 政治
□ メディアリテラシー media literacy 1- 政治
□ メディカルスクール medical school 3- 生活
□ メニエール病 Meniere’s disease 5- 健康
□ 目のかゆみ itchy eyes 5- 健康
□ 目の輪郭への入れ墨 eyeliner tattooing 5- 健康
□ めまい dizziness / vertigo 5- 健康
□ めまいがする dizzy 5- 健康
□ メラニン色素 melanin pigment 5- 健康
□ メルトダウン meltdown 4- 社会
□ 綿 cotton 2- 経済
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□ 免疫（性） immunity 5- 健康
□ 免疫学 epidemiology 3- 生活
□ 免疫機能 immune function 5- 健康
□ 免疫拒絶反応 immunological rejection 5- 健康
□ 免疫グロブリン immunoglobulin 5- 健康
□ 免疫系 immune system 5- 健康
□ 免疫細胞 immune cell 5- 健康
□ 免疫性の immune 5- 健康
□ 免疫性を与える immunize 5- 健康
□ 免疫反応 immune reaction 5- 健康
□ 免疫不全 immunodeficiency 5- 健康
□ 免疫療法 immunotherapy 5- 健康
□ 免疫力 immune strength 5- 健康
□ 免疫力低下 decline of immune strength 4- 社会
 waning immunity 5- 健康
□ 免疫を与えること immunization 5- 健康
□ 免許（証） license 1- 政治
□ 免許を申請する apply for a license 1- 政治
□ 免状証 certificate 1- 政治
□ 免税店 duty-free shop 2- 経済
□ 免税品 duty-free goods 2- 経済
□ 免責 exemption 2- 経済
 indemnity 3- 生活
□ 免責条項 escape clause 3- 生活
□ 免責する（～を） indemnify 3- 生活
□ 面接試験 interview test 3- 生活
□ メンター mentor 2- 経済
□ メンタリング mentoring 2- 経済
□ 面子を保つ save face 1- 政治
□ メンデルスゾーン（ドイツ） Mendelssohn 3- 生活
□ めんどり hen 5- 健康

も

□ 喪 mourning 3- 生活
□ 儲かる money-making 2- 経済
□ 猛攻する（～を） pound 1- 政治
□ 猛攻を受ける come under heavy attack 1- 政治

□ 毛細血管 capillary 5- 健康
□ 猛暑の sizzling 4- 社会
□ 妄想 delusion 5- 健康
□ 盲腸 appendix 5- 健康
□ 盲導犬 guide dog 1- 政治
□ 猛毒 deadly poison 1- 政治
□ 毛布 blanket 4- 社会
□ 猛吹雪 blizzard 4- 社会
□ 網膜 retina 5- 健康
□ 網膜炎 retinitis 5- 健康
□ 網膜剥離 detached retina 5- 健康
□ 毛様体 ciliary body 5- 健康
□ 燃えがら cinders 4- 社会
□ 燃え始める catch fire 4- 社会
□ モーゼの十戒 the Mose’s Ten Commandments 3- 生活
□ モーターボート motorboat 2- 経済
□ モーツァルト（オーストリア） Mozart 3- 生活
□ モーテル motel 2- 経済
□ 喪が明けている（～の） be out of mourning for ... 3- 生活
□ 目撃者 eyewitness 4- 社会
□ もぐさ moxa 5- 健康
□ 木材 wood / timber 4- 社会
□ 木星 Jupiter 4- 社会
□ 木造二階建て住宅 two-story wooden house 2- 経済
□ 目的税 special-purpose tax 2- 経済
□ 目的達成に伴う犠牲 collateral damage 1- 政治
□ 目的地 destination 2- 経済
□ 黙秘権 right of silence 1- 政治
□ 目標成長率 target growth rate 2- 経済
□ 文字多重放送 teletext service 1- 政治
□ 喪主 chief mourner 3- 生活
□ モスク mosque 3- 生活
□ 持ち家 owned home 2- 経済
□ 持ち株会社 holding company 2- 経済
□ モチベーション motivation 3- 生活
□ もっともらしい plausible 1- 政治
□ 元～ former / ex- 1- 政治
□ 喪に服している（～のために） be in mourning for ... 3- 生活
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□ 喪に服す mourn 3- 生活
□ 物置き barn 4- 社会
□ ものまね mimicry / imitation / impersonation 3- 生活
□ ものまね師 mimic 3- 生活
□ ものまねをする（～の） imitate 3- 生活
□ ものもらい sty 5- 健康
□ モバイル・バンキング  mobile banking 2- 経済
□ もみがら rice husk 5- 健康
□ もも肉 round 5- 健康
□ モモの木 peach tree 4- 社会
□ もや mist 4- 社会
□ もやし bean sprouts 5- 健康
□ もやの立ちこめた misty 4- 社会
□ モラトリアム moratorium 2- 経済
□ モラル moral 4- 社会
□ モラルハザード moral hazard 3- 生活
□ モルヒネ morphine 5- 健康
□ もろい fragile 5- 健康
□ もろくなる become fragile 5- 健康
□ モンスーン monsoon 4- 社会
□ 問題解決者 troubleshooter 1- 政治
□ 問題を解決する（～の） troubleshoot 1- 政治
□ 文部科学省 the Ministry of Education, Culture, Sports,  1- 政治
 Science and Technology
□ 文部科学省 the Education and Culture Ministry 1- 政治
□ 文部科学大臣 the Minister of Education, Scienceand Technology 1- 政治
□ 文盲 illiteracy 3- 生活

や

□ 野営病院 field [makeshift] hospital 4- 社会
□ 野外撮影地 location 3- 生活
□ 夜間外出禁止令 curfew 1- 政治
□ 夜間勤務 night shift 3- 生活
□ ヤギ goat 2- 経済
□ 山羊座 Capricorn 3- 生活
□ 役 role 3- 生活
□ 薬液 medical fluid 5- 健康

□ 薬学 pharmacy / pharmaceutics 3- 生活
□ ヤクザ yakuza 4- 社会
□ 薬剤師 pharmacist 5- 健康
□ 薬剤費 drug expenditures 5- 健康
□ 薬事法 the Pharmaceutical Affairs Law 1- 政治
□ 屋久島 the Yakushima Island 3- 生活
□ 約束 promise 1- 政治
□ 役人 functionary 1- 政治
□ 薬物恐怖症 pharmacophobia 5- 健康
□ 薬物耐性 drug resistance 5- 健康
□ 薬物中毒 drug addiction / drug intoxication 5- 健康
□ 薬物中毒患者 drug addict 5- 健康
□ 薬理効果 medical effect 5- 健康
□ やけど burn 5- 健康
□ 火傷を負う suffer burns 4- 社会
□ 野菜 vegetable 5- 健康
□ 野菜ジュース vegetable juice 5- 健康
□ 靖国神社 the Yasukuni Shrine 3- 生活
□ 安値 low price 2- 経済
□ 野生生物 wildlife 4- 社会
□ やせ薬 obesity pill 5- 健康
□ やせこけた skinny / bony 5- 健康
□ やせる（歯茎が～） retract 5- 健康
□ 野戦 open battle / field operations 1- 政治
□ 家賃 rental fee 2- 経済
□ 家賃（借室） room rent 3- 生活
□ 家賃（借家） house rent 3- 生活
□ 薬価基準 drug tariff 5- 健康
□ 雇い主 employer 3- 生活
□ 野党 opposition party 1- 政治
□ 野党第一党 the leading opposition party 1- 政治
□ ヤナギ willow 4- 社会
□ 家主 landlord 2- 経済
□ ヤハウェ Jehovah 3- 生活
□ やぶ thicket 4- 社会
□ 山 mountain 4- 社会
□ 山火事 wildfire 4- 社会
□ 山崩れ landslide 4- 社会



—133—

ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

□ 山猫スト wildcat strike 3- 生活
□ 山の多い mountainous 4- 社会
□ 山の背 ridge 4- 社会
□ 闇金融 illegal loan 4- 社会
□ やや下がる dip / inch down 2- 経済
□ やや値上がりする edge higher 2- 経済
□ やり spear 2- 経済
□ やり手 go-getter 3- 生活

ゆ

□ ユアン yuan 2- 経済
□ 遺言（状） will 3- 生活
□ 遺言状を作成する draw up one’s will 3- 生活
□ 友愛の fraternal 3- 生活
□ 優位半球 dominant hemisphere  5- 健康
□ ゆううつである feel blue 5- 健康
□ 遊園地 amusement park 3- 生活
□ 誘拐 kidnapping / abduction 4- 社会
□ 有害化学物質 hazardous chemicals 4- 社会
□ 誘拐された人 kidnappee / abductee 4- 社会
□ 有害廃棄物 hazardous waste 4- 社会
□ 誘拐犯 kidnapper / abductor 4- 社会
□ 有害物質 toxic substance 4- 社会
□ 有価証券 securities 2- 経済
□ 夕刊（紙） evening newspaper [paper] 1- 政治
□ 有機塩素化合物 organic chlorine compound 4- 社会
□ 有機塩素系農薬 dichloro diphenyl trichloroethane 4- 社会
□ 有機化合物 organic compound 5- 健康
□ 有機食品 organic food 5- 健康
□ 有機水銀 organic mercury 4- 社会
□ 有機水銀化合物 organic mercury compound 5- 健康
□ 有機水銀中毒 organic mercury poisoning 5- 健康
□ 有機農法 organic farming 5- 健康
□ 有機廃棄物 organic waste 4- 社会
□ 有機肥料 organic fertilizer 5- 健康
□ 有機物質 organic substance 5- 健康
□ 有給休暇 paid leave 3- 生活

□ 遊具 playground equipment 3- 生活
□ 優遇する（～を） treat favorably 4- 社会
□ 友軍による誤射 friendly fire 1- 政治
□ 有限会社 limited company 2- 経済
□ 有権者 eligible voter 1- 政治
□ 有限責任会社 limited liability company 2- 経済
□ 有効回答数 effective response number 1- 政治
□ 有効求人倍率 job seeker-job opening ratio /  3- 生活
 ratio of job offers to job seekers
□ 有効需要 effective demand 2- 経済
□ 有効成分 effective ingredient 5- 健康
□ 有孔虫 foraminifera 4- 社会
□ 有効な証明書 valid certificate 1- 政治
□ 有罪 guilty 4- 社会
□ 有罪答弁 pleading guilty 4- 社会
□ 有罪にするための証拠をまとめる（～を） compile evidence against ... 4- 社会
□ 有罪判決 conviction 4- 社会
□ 有罪判決を受ける（～で） be convicted of ... 4- 社会
□ 有罪を宣告する（～に） condemn 4- 社会
□ 有罪を免れる escape conviction 4- 社会
□ 有酸素運動 aerobic exercise [activity] 5- 健康
□ 有酸素の aerobic 5- 健康
□ 有事 contingency 1- 政治
□ 有視界飛行 visual flight 2- 経済
□ 有資格の qualified / certified 3- 生活
□ 有識者 expert 1- 政治
□ 融資枠 credit line 2- 経済
□ 有人飛行 manned flight 3- 生活
□ ユースホステル youth hostel 2- 経済
□ 遊説 campaign tour 1- 政治
□ 優性遺伝子 dominate gene 5- 健康
□ 郵政民営化 postal privatization 2- 経済
□ 優先株 preferred stock 2- 経済
□ 誘導 leading 4- 社会
□ 誘導装置 guidance system 1- 政治
□ 誘導ミサイル guided missile 1- 政治
□ 誘導路を移動する taxi 2- 経済
□ 有毒ガス poisonous gas 4- 社会



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—134—

□ 有毒な poisonous 4- 社会
□ 有毒廃棄物 toxic waste 4- 社会
□ 有能な competent 3- 生活
□ 郵便 mail 2- 経済
□ 郵便為替 money order 2- 経済
□ 郵便切手 postage stamp 2- 経済
□ 郵便業務 postal service 2- 経済
□ 郵便局 post office 2- 経済
□ 郵便局員 postal worker 2- 経済
□ 郵便局長 postmaster 2- 経済
□ 郵便小包 parcel / package 2- 経済
□ 郵便書簡 letter-card 2- 経済
□ 郵便貯金 postal savings 2- 経済
□ 郵便投票 voting by mail 1- 政治
□ 郵便配達 postal [mail] delivery 2- 経済
□ 郵便配達人 mail carrier 2- 経済
□ 郵便番号 postal code number / zip code 2- 経済
□ 郵便物を転送する forward mail 2- 経済
□ 郵便料金 postage / postal charge / postage rate 2- 経済
□ 遊牧民 nomadic tribe / nomad 1- 政治
□ ユーラシア大陸 the Eurasian Continent / Eurasia 4- 社会
□ 有利子負債 interest-bearing debt 2- 経済
□ 遊離する float away 3- 生活
□ 優良株 blue chip 2- 経済
□ 有料高速道路 turnpike 2- 経済
□ 有料道路 toll road 2- 経済
□ 有力候補 favorite / hopeful 1- 政治
□ 幽霊 ghost / apparition 3- 生活
□ 幽霊恐怖症 phasmophobia 5- 健康
□ 幽霊の（ような） ghostly 3- 生活
□ ユーロ euro 2- 経済
□ ユーロダラー Eurodollar 2- 経済
□ 床下浸水する be flooded above [up to] the floorboards 4- 社会
□ ゆがめられた distorted / twisted 1- 政治
□ 床面積 floor space 2- 経済
□ 雪 snow 4- 社会
□ 雪解け détente 1- 政治
□ 雪の snowy 4- 社会

□ 行方不明者 the missing 4- 社会
□ 輸血 blood transfusion 5- 健康
□ 輸血する give a blood transfusion/transfuse [donate] blood 5- 健康
□ 輸血ミス transfusion error 5- 健康
□ 輸血を受ける get [receive] a transfusion 5- 健康
□ 輸出 export 2- 経済
□ 輸出依存型経済 export-oriented economy 2- 経済
□ 輸出業者 exporter 2- 経済
□ 輸出国 exporter 2- 経済
□ 輸出自主規制 voluntary export restraint 2- 経済
□ 輸出収入 export earnings 2- 経済
□ 輸出補助金 export subsidy 2- 経済
□ ゆすぐ rinse 5- 健康
□ 油井 oil well 2- 経済
□ 油井発掘機 oil rig 2- 経済
□ 輸送 transport / shipping 2- 経済
□ 輸送機 transport 1- 政治
 cargo plane 2- 経済
□ 輸送する（～を） transport 2- 経済
□ ユダヤ教 Judaism 3- 生活
□ ユダヤ主義 Zionism 3- 生活
□ ユダヤ主義者 Judaist 3- 生活
□ ユダヤ人 Jewish 1- 政治
□ ユダヤ人入植地 Jewish settlement 1- 政治
□ 癒着を断ち切る（～との） sever the collusive relationship with ... 4- 社会
□ ゆっくり進む plod 4- 社会
□ 油田 oil field 2- 経済
□ 油田地帯 oil-producing region 2- 経済
□ 油田を開発する develop an oil field 2- 経済
□ ユニセフ the United Nations Children’s Fund 1- 政治
□ ユニセフ親善大使 goodwill ambassador for UNICEF 1- 政治
□ ユニバーサル・デザイン universal design 1- 政治
□ 輸入 import 2- 経済
□ 輸入課徴金 import surcharge / surcharge on imports 2- 経済
□ 輸入業者 importer 2- 経済
□ 輸入国 importer 2- 経済
□ 輸入割当 import quota 2- 経済
□ ユネスコ the United Nations Educational, Scientific  1- 政治
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 and Cultural Organization
□ ユネスコ世界遺産 UNESCO World Heritage 3- 生活
□ ユビキタス ubiquitous 3- 生活
□ 夢 dream 5- 健康
□ 夢占い dream analysis / dream reading / oneiromancy 3- 生活
□ 夢を見る have [dream] a dream 5- 健康
□ 揺らす（～を） shake / rattle / rock / sway 4- 社会
□ 揺るがない証拠 hard evidence 4- 社会
□ 緩やかな lenient 1- 政治
 modest 2- 経済
□ 緩やかな回復 gradual recovery 2- 経済
□ ゆるんだ筋肉 flabby [limp] muscles 5- 健康
□ 揺れ tremor 4- 社会
□ 揺れる shake / rattle / rock / sway / roll 4- 社会

よ

□ 養育権 custody 1- 政治
□ 養育権を失う（～の） lose custody of ... 1- 政治
□ 養育権を得る（～の） get [gain / win] custody of ... 1- 政治
□ 養育する（～を） take custody of ... 1- 政治
□ 溶解 meltdown 4- 社会
□ 溶岩流 lava flow 4- 社会
□ 容疑 allegation 4- 社会
□ 容疑者性格分析官 profiler 4- 社会
□ 容疑者を取り調べる interrogate a suspect 4- 社会
□ 容疑で逮捕する（～の） arrest on suspicion of ... 4- 社会
□ 要求する（～を） call for ... / demand 1- 政治
□ 養鶏（業） poultry farming 2- 経済
□ 養鶏場 poultry [chicken] farm 2- 経済
□ 擁護 advocacy 1- 政治
□ 擁護［提唱］する（～を） advocate 1- 政治
□ 擁護する（～を） defend 1- 政治
□ 養子 adopted child 3- 生活
□ 養子縁組 adoption 3- 生活
□ 要指示医薬品 prescription legend drug 5- 健康
□ 養子にする（～を） adopt 3- 生活
□ 養殖 aquaculture / aquafarming 2- 経済

□ 養殖ウナギ cultured eel / farmed eel 2- 経済
□ 養殖された cultured / farmed 2- 経済
□ 養殖場 nursery / farm 2- 経済
□ 養殖真珠 cultured pearl 2- 経済
□ 養成する（～を） foster 3- 生活
□ 陽性の positive 5- 健康
□ 幼稚園 kindergarten 3- 生活
□ 幼稚園児 kindergarten child 3- 生活
□ 腰椎 lumber vertebra 5- 健康
□ 腰痛 lower back pain / backache 5- 健康
□ 陽電子放射断層撮影 PET (positron emission tomography) 5- 健康
□ 要点を伝える（～の） brief 1- 政治
□ 養豚（業） pig raising 2- 経済
□ 養豚場 piggery 2- 経済
□ 羊肉 mutton 5- 健康
□ 養父 stepfather 3- 生活
□ 傭兵 mercenary 1- 政治
□ 養母 stepmother 3- 生活
□ 幼芽 sprout 5- 健康
□ 羊毛 wool 2- 経済
□ 揚力 dynamic lift 4- 社会
□ 葉緑体 chloroplast 5- 健康
□ ヨーグルト yogurt 5- 健康
□ ヨーロッパ大陸 the European Continent 4- 社会
□ 預金 savings 2- 経済
□ 預金（する） deposit 2- 経済
□ 預金がある（～に） have a deposit in ... 2- 経済
□ 預金がある（～円の） have ... yen on deposit 2- 経済
□ 預金者 depositor 2- 経済
□ 預金通帳 account book / bankbook / passbook 2- 経済
□ 抑止する（～を） deter 1- 政治
□ 抑止力 deterrence 1- 政治
□ 抑止力となる deterrent 1- 政治
□ よく眠る sleep well / have a good [deep] sleep 5- 健康
□ 預言者 prophet 3- 生活
□ 横社会 horizontal society 1- 政治
□ 横滑り skid 4- 社会
□ 横ずれ断層 lateral fault 4- 社会
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□ 横ばいである trend sideways 2- 経済
□ 横向きになる lie on one’s side 5- 健康
□ 汚れ dirt / grime 5- 健康
□ 予算 budget 2- 経済
□ 予算委員会 budget committee 1- 政治
□ 予算が再び均衡する return to a balanced budget 2- 経済
□ 予算教書 the Budget Message 1- 政治
□ 予算原案 budget draft 2- 経済
□ 予算削減 budget reduction / spending cut 2- 経済
□ 予算修正 budget modification / budget revision 2- 経済
□ 予算審議 budget deliberation 2- 経済
□ 予算の budgetary 2- 経済
□ 予算配分 budget allocation 2- 経済
□ 予算要求 budgetary request 2- 経済
□ 予算を均衡させる balance the budget 2- 経済
□ 予算を組む（BにAの～） budget A for B 2- 経済
□ 予算を削減する reduce budget 2- 経済
□ 余剰価値 surplus value 1- 政治
□ 余剰資金 free cash flow / surplus fund 2- 経済
□ 余剰人員 surplus personnel 2- 経済
□ 余剰米 surplus rice 2- 経済
□ 余震 aftershock 4- 社会
□ 予知 prediction 4- 社会
□ 予知可能な predictable 4- 社会
□ 予知する（～を） predict 4- 社会
□ 予知不可能な unpredictable 4- 社会
□ 欲求不満 frustration 5- 健康
□ 欲求不満になる feel frustrated 5- 健康
□ 欲求不満の frustrated 5- 健康
□ 欲求不満のはけ口 outlet for one’s frustration 5- 健康
□ ヨット sailboat 2- 経済
□ ヨットハーバー yacht harbor 4- 社会
□ 与党 ruling party 1- 政治
□ 予備校 entrance exams preparatory school /  3- 生活
 preparatory school
□ 予備交渉 overtures 1- 政治
□ 予備校生 preparatory school student 3- 生活
□ 予備選挙 primary 1- 政治

□ 予備の preliminary 1- 政治
□ 夜ふかしする stay up late 5- 健康
□ 予防外交 preventive diplomacy 1- 政治
□ 予防接種 vaccination 5- 健康
□ 予防接種済み証明書 vaccination certificate 1- 政治
□ 予防接種する（～に） vaccinate 5- 健康
□ 予防戦争 preventive war 1- 政治
□ 読み書きができる literate 3- 生活
□ 読み書きのできない illiterate 3- 生活
□ 余命 the remainder of one’s life 5- 健康
□ よもぎ mugwort 5- 健康
□ 予約 reservation 2- 経済
□ より良い生活環境を保証する guarantee a better living environment for ... 4- 社会
（～のために）
□ 世論調査 poll 1- 政治
□ 世論調査の回答者 pollee 1- 政治
□ 弱気相場  bear market 2- 経済
□ 弱まっている faltering 2- 経済
□ 四輪駆動車 four-wheel-drive car 2- 経済

ら

□ 雷雨 thunderstorm 4- 社会
□ ライオン lion 3- 生活
□ 来世 next life 3- 生活
□ 雷電 thunderbolt 4- 社会
□ ライバル competitor 2- 経済
□ ライフガード lifeguard 4- 社会
□ ライフセーバー lifesaver 4- 社会
□ ライフセービング life-saving 4- 社会
□ ライブで live 3- 生活
□ ライフライン lifeline 4- 社会
□ ライ麦 rye 5- 健康
□ ラガービール lager beer 5- 健康
□ ラグーン lagoon 4- 社会
□ 落選 defeat 1- 政治
□ 落選させる（～を） defeat 1- 政治
□ 落選者 loser 1- 政治
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□ 落選する lose an election 1- 政治
□ 落第する［させる］ fail 3- 生活
□ 酪農（業） dairy farming 2- 経済
□ 酪農家 dairy farmer 2- 経済
□ 酪農品 dairy products 2- 経済
□ 落雷 thunderbolt 4- 社会
□ 落雷に打たれる be struck [hit] by lightning 4- 社会
□ ラジオ局 radio station 1- 政治
□ ラジオ番組 radio program  1- 政治
□ らせん降下 spiral 4- 社会
□ らせん状の helical 5- 健康
□ らせんシラバス spiral syllabus 3- 生活
□ 拉致被害者 kidnap victim 4- 社会
□ 落下傘 parachute 1- 政治
□ 楽観的である（～について） be upbeat about ... 1- 政治
□ ラッコ sea otter 3- 生活
□ ラッサ熱 Lassa fever 5- 健康
□ ラップ rap 3- 生活
□ ラテン音楽 Latin music 3- 生活
□ ラビ rabbi 3- 生活
□ ラムサール条約 the Ramsar Convention 4- 社会
□ ラム酒 rum 5- 健康
□ ラワン lauan 4- 社会
□ 卵黄 yolk 5- 健康
□ 卵管 uterine tube 5- 健康
□ 乱気流 air turbulence 4- 社会
□ 乱高下する swing broadly 2- 経済
□ 卵子 ovum / egg 5- 健康
□ 乱視である have astigmatic eyes 5- 健康
□ 卵巣 ovary 5- 健康
□ 卵白 the white 5- 健康
□ 乱暴に（ひじで）突く（～を） jostle 4- 社会
□ 乱暴に押す（～を（後ろから）） shove 4- 社会

り

□ リアス式海岸 sawtooth coastline 4- 社会
□ リアル real 2- 経済

□ リード lead 1- 政治
□ リウマチ rheumatism 5- 健康
□ リウマチ性関節炎 rheumatoid arthritis 5- 健康
□ 利益 return 2- 経済
□ 利益供与 payoff 4- 社会
□ 利益剰余金 retained earnings 2- 経済
□ 利益団体 interest group 1- 政治
□ 利益マージン profit margin 2- 経済
□ 利害関係者 the persons concerned 4- 社会
□ 理学療法 physical therapy / physiotherapy 5- 健康
□ 理学療法専門家 therapist 5- 健康
□ リカレント教育 recurrent education 3- 生活
□ リキュール liqueur 5- 健康
□ リクイデーション liquidation 2- 経済
□ 陸軍 army 1- 政治
□ 陸軍軍人 soldier 1- 政治
□ 陸軍第一特殊作戦分遺隊 the Delta Force 1- 政治
□ 陸軍特殊作戦司令部 the Green Berets 1- 政治
□ 陸上自衛隊 the Ground Self-Defense Force 1- 政治
□ 陸生する live on land 4- 社会
□ 陸生の terrestrial 4- 社会
□ 陸路 land route 2- 経済
□ リコール recall 1- 政治
  2- 経済
□ 離婚 divorce 3- 生活
□ 離婚率 divorce rate 3- 生活
□ リサイクル recycling 4- 社会
□ 履修科目 course work 3- 生活
□ 履修科目平均成績 grade point average 3- 生活
□ 履修登録 enrollment 3- 生活
□ 離職率 turnover 3- 生活
□ リスナー listener 1- 政治
□ リズムアンドブルース rhythm and blues 3- 生活
□ 利息税引前利益 earnings before interest and tax 2- 経済
□ リターン return 2- 経済
□ 陸橋 overpass 2- 経済
□ 立憲君主制 constitutional [limited] monarchy 1- 政治
□ 立憲国家 constitutional state 1- 政治
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□ 立候補 candidacy 1- 政治
□ 立候補を表明する announce [declare] one’s candidacy 1- 政治
□ 立像 statue 3- 生活
□ 立体歩道 overpass 2- 経済
□ 立法化 enactment 1- 政治
□ 立法化する（～を） enact 1- 政治
□ 立法府 legislative branch 1- 政治
□ リテラシー literacy 3- 生活
□ 離島 remote island 4- 社会
□ 利尿作用 diuresis 5- 健康
□ リノール酸 linoleic acid 5- 健康
□ リバウンド効果 diet rebound effects 5- 健康
□ リバウンドする gain the weight back 5- 健康
□ リハビリする rehabilitate 5- 健康
□ リハビリテーション rehabilitation / rehab 5- 健康
□ リヒタースケール the Richter scale / magnitude 4- 社会
□ リヒタースケールでマグニチュード be measured at ... on the Richter scale 4- 社会
～を記録する 

□ リフトバレー熱 Rift Valley fever 5- 健康
□ リベラリズム liberalism 1- 政治
□ リボ核酸 ribonucleic acid 5- 健康
□ リボゾーム ribosome 5- 健康
□ リボフラビン riboflavin 5- 健康
□ リミテッド・パートナーシップ limited partnership 2- 経済
□ リメイク版 remake 3- 生活
□ 略式裁判手続き summary proceedings 4- 社会
□ 略式処分 summary deposition 4- 社会
□ 略式命令 summary order 4- 社会
□ 略奪 looting 4- 社会
□ 留学ビザ student visa 2- 経済
□ 流血 bloodshed 1- 政治
□ 流血紛争 bloody conflict 1- 政治
□ 流血を伴う bloody 1- 政治
 murderous 4- 社会
□ 流行（感染症の～） epidemic 5- 健康
□ 流行性耳下腺炎 mumps 5- 健康
□ 流行の恐れ threat of epidemics 5- 健康
□ 流産 miscarriage 5- 健康

□ りゅう散弾（破片） shrapnel 1- 政治
□ 流失する be washed away 4- 社会
□ 流出原油を拡散させる break up the oil spill 4- 社会
□ 流星 meteor 4- 社会
□ 流通 distribution 2- 経済
□ 流通産業 distribution industry 2- 経済
□ 流通システム distribution system 2- 経済
□ 流通センター distribution center 2- 経済
□ 流通チャンネル distribution channel 2- 経済
□ 流動資産 current assets / liquid assets 2- 経済
□ 流動比率 current ratio 2- 経済
□ 流動負債 current liabilities 2- 経済
□ 流入を食い止める（麻薬などの） stem the tide of ... 4- 社会
□ 流氷 drift ice 4- 社会
□ 留保 suspension 1- 政治
□ 留保する（～を） suspend 1- 政治
□ 領域転移 regional metastatis 5- 健康
□ 両院協議会 join committee of both Houses 1- 政治
□ 領海 territorial waters 1- 政治
□ 領海侵犯 violation of territorial waters 1- 政治
□ 領海を侵犯する（～の） violate the territorial waters of ... 1- 政治
□ 利用客 user 2- 経済
□ 料金支払所 toll gate 2- 経済
□ 領空 territorial airspace 1- 政治
□ 漁師 fisherman 2- 経済
□ 領事 consul 1- 政治
□ 領事館 consulate 1- 政治
□ 両性愛 bisexuality 5- 健康
□ 両性愛者 bisexual 5- 健康
□ 両性愛の bisexual 5- 健康
□ 良性腫瘍 benign tumor 5- 健康
□ 両生類 amphibian 4- 社会
□ 両生類恐怖症 batrachophobia 5- 健康
□ 量的分析 quantitative analysis 1- 政治
□ 領土 territory 1- 政治
□ 領土権 territorial rights 1- 政治
□ 領土権を主張する（～に対する） claim territorial rights over ... 1- 政治
□ 領土主権 territorial sovereignty 1- 政治
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□ 領土の territorial 1- 政治
□ 領土保全 territorial integrity 1- 政治
□ 領土問題 territorial dispute 1- 政治
□ 領土を侵犯する（～の） violate the territorial airspace of ... 1- 政治
□ 旅客機 passenger plane 2- 経済
□ 旅館 inn 2- 経済
□ 緑黄色野菜 brightly colored vegetables 5- 健康
□ 緑茶 green tea 5- 健康
□ 緑内障 glaucoma 5- 健康
□ 旅行 traveling 2- 経済
□ 旅行会社 travel company 2- 経済
□ 旅行恐怖症 hodophobia 5- 健康
□ 旅行代理店 travel agency 2- 経済
□ 旅行ビザ tourist visa 2- 経済
□ 旅団 brigade 1- 政治
□ 旅程 itinerary 2- 経済
□ 旅費 travel expenses 3- 生活
□ リラ lira 2- 経済
□ 離陸する take off 2- 経済
□ 履歴管理 traceability 2- 経済
□ 履歴書 résumé / curriculum vitae / CV 3- 生活
□ 履歴書を用意する prepare one’s résumé 3- 生活
□ リンカーン記念館（米国） Lincoln Memorial 2- 経済
□ リンカーン誕生日 the Lincoln’s Birthday 3- 生活
□ 臨界前核実験 subcritical nuclear test 1- 政治
□ 輪郭 outline 4- 社会
□ リンギット ringgit 2- 経済
□ 林業 forestry 2- 経済
□ リンゴの木 apple tree 4- 社会
□ 臨時閣議 extraordinary cabinet meeting 1- 政治
□ 臨時国会 extraordinary Diet session 1- 政治
□ 臨時収入 occasional income /  3- 生活
 temporary[nonrecurring] income
□ 臨時政府 interim government / caretaker 1- 政治
□ 臨床研修 clinical training 5- 健康
□ 臨床試験 clinical trial 5- 健康
□ 臨床心理学 clinical psychology 3- 生活
□ 輪廻転生 reincarnation 3- 生活

□ リンパ液 lymph fluid 5- 健康
□ リンパ管 lymph [lymphatic] vessel 5- 健康
□ リンパ球 lymphocyte 5- 健康
□ リンパ行性転移 lymphogenous metastatis 5- 健康
□ リンパ節 lymph node 5- 健康
□ リンパ節のはれ swollen lymph 5- 健康
□ 淋病 gonorrhea 5- 健康
□ 林野庁 the Forestry Agency 1- 政治
□ 倫理委員会 ethics committee 5- 健康
□ 倫理学 ethics 3- 生活
□ 倫理規定 code of ethics 2- 経済

る

□ 累進課税制 progressive tax rate system 2- 経済
□ 累積債務 accumulated debt 2- 経済
□ 累積対外債務 outstanding external debt 2- 経済
□ ルート route 2- 経済
□ ルーブル ruble 2- 経済
□ ルーレット roulette 3- 生活
□ 留守番電話 answering machine 3- 生活
□ ルチン rutin 5- 健康
□ ルネサンス renaissance 3- 生活
□ ルピア rupiah 2- 経済
□ ルワンダ共和国 the Republic of Rwanda 1- 政治

れ

□ 霊安室 mortuary 5- 健康
□ レイオフ layoff 3- 生活
□ 霊界 spiritual world 3- 生活
□ 例外的な exceptional 3- 生活
□ 冷却効果 cooling effect 4- 社会
□ 霊魂 spirit / soul 3- 生活
□ 令状 writ 1- 政治
□ 霊的な spiritual 3- 生活
□ 冷凍食品 frozen food 5- 健康
□ 礼拝 church service 3- 生活



ニュース英語 究極単語（きわめたん）10,000　日英対照リスト

—140—

□ 礼拝者 churchgoer 3- 生活
□ 霊廟（れいびょう） mausoleum 3- 生活
□ レイプ rape 4- 社会
□ レイプ犯 rapist 4- 社会
□ レイムダック lame duck 1- 政治
□ レーザー手術 laser operation 5- 健康
□ レーダー radar 1- 政治
□ レーダー技師 radarman 1- 政治
□ レーダー望遠鏡 radar telescope 1- 政治
□ 歴史学 history 3- 生活
□ 歴史的建造物 landmark 2- 経済
□ 歴史に関する公文書 historical archive 1- 政治
□ レクリエーション recreation 3- 生活
□ レジオネラ菌 legionella bacteria 5- 健康
□ レジ係 cashier 3- 生活
□ レシチン lecithin 5- 健康
□ レジ袋 plastic bag 4- 社会
□ レスキュー隊 rescue team 4- 社会
□ レズビアン lesbian 5- 健康
□ レッカー車 tow truck 2- 経済
□ レッカー車に引いていかれる be towed away by a wrecker 4- 社会
□ 劣化ウラン depleted uranium 3- 生活
□ 劣化ウラン弾 depleted uranium bullet 1- 政治
□ 劣後株 subordinated stock / junior stock 2- 経済
□ 列車 train 2- 経済
□ 劣性遺伝子 recessive gene 5- 健康
□ 列島 archipelago 4- 社会
□ レトルト食品 retort food 5- 健康
□ レバレッジドバイアウト leveraged buyout 2- 経済
□ レファレンダム referendum / plebiscite 1- 政治
□ レファレンダムで受け入れられる be accepted in a referendum 1- 政治
□ レファレンダムで拒絶される be rejected in a referendum 1- 政治
□ レファレンダムで決着させる（～を） decide [settle] ... by referendum 1- 政治
□ レファレンダムを行う hold [conduct / call] a referendum 1- 政治
□ レポーター reporter 1- 政治
□ レポート paper 3- 生活
□ レポートを書く write a paper 3- 生活
□ レポートを提出する submit [turn in / hand in] a paper 3- 生活

□ レム睡眠 REM sleep 5- 健康
□ 恋愛結婚 love marriage 3- 生活
□ レンガ brick 4- 社会
□ 連携する（～と） team up with ... 2- 経済
□ 連結財務諸表 consolidated financial statements 2- 経済
□ 連結納税制度 consolidated tax return system 2- 経済
□ 連合 confederation / union / alliance 1- 政治
□ 連合軍 allied forces 1- 政治
□ 連合の federal 1- 政治
□ れんこん lotus root 5- 健康
□ 連鎖球菌 streptococcus 5- 健康
□ 連座制 guilt-by-association system 1- 政治
□ 連鎖反応 chain reaction 1- 政治
□ 連続殺人 serial killing 4- 社会
□ 連続殺人犯 serial killer 4- 社会
□ 連続ホームコメディ situation comedy / sitcom 1- 政治
□ 連隊 regiment 1- 政治
□ 連帯責任 collective responsibility 1- 政治
 joint liability 2- 経済
□ レントゲン X-ray 5- 健康
□ レントゲン室 X-ray room 5- 健康
□ 連邦 federation / confederation 1- 政治
□ 連邦院 the Federation Council 1- 政治
□ 連邦議会 Congress 1- 政治
□ 連邦議会議事堂 the Capital Hill 1- 政治
□ 連邦公開市場委員会 the Federal Open Market Committee 2- 経済
□ 連邦準備制度理事会 the Federal Reserve Board 2- 経済
□ 連邦政府 federal government 1- 政治
□ 連邦政府の federal 1- 政治
□ 連邦捜査局 the Federal Bureau of Investigation 4- 社会
□ 連邦地方検事 federal attorney 4- 社会
□ 連邦破産法 the National Bankruptcy Code 1- 政治
□ 連邦破産法第 11章 Chapter 11 1- 政治
□ 連邦破産法第11章の適用を申請する file Chapter 11 1- 政治
□ 連邦法 federal law 1- 政治
□ 連絡を取り合う（～と） keep in touch with ... 3- 生活
□ 連立 coalition 1- 政治
□ 連立する（～と） form a coalition with ... 1- 政治
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□ 連立政権 coalition government 1- 政治
□ 連立に加わる join a coalition 1- 政治
□ 連立与党 ruling coalition 1- 政治
□ 連立を解消する dissolve [break up] a coalition 1- 政治

ろ

□ ロイター通信 the Reuters  1- 政治
□ 老化 aging 5- 健康
□ 老化した aged 5- 健康
□ 老眼 presbyopia 5- 健康
□ 労災死 work-related death 3- 生活
□ 労災認定する（～を） recognize ... as a work-related accident 3- 生活
□ 労使紛争 management-labor dispute  3- 生活
□ ろう城 standoff 4- 社会
□ 老人医療費 medical cost for the elderly 5- 健康
□ 老人医療保障制度 Medicare 5- 健康
□ 老人ホーム nursing home 1- 政治
□ 老衰 senility 5- 健康
□ 老衰で死ぬ die of natural causes 5- 健康
□ ろうそくを倒す knock over a candle 4- 社会
□ 漏電 short circuit 4- 社会
□ 労働（賃金） labor 3- 生活
□ 労働運動 labor movement 3- 生活
□ 労働基準法 the Labor Standards Law 1- 政治
□ 労働組合 labor union / trade [workers’] union 3- 生活
□ 労働組合員 union member / trade unionist 3- 生活
□ 労働組合法 the Labor [Trade] Union Law 1- 政治
□ 労働契約 labor contract 1- 政治
□ 労働契約条件 terms of one’s contracts of employment 1- 政治
□ 労働災害 work-related accident  3- 生活
□ 労働時間 working hours 3- 生活
□ 労働市場 labor market / job market 3- 生活
□ 労働者 laborer / worker 3- 生活
□ 労働者の日 the Labor Day 3- 生活
□ 労働集約型産業 labor-intensive industry 2- 経済
□ 労働省 the Department of Labor 1- 政治
□ 労働条件 working conditions / job [labor] conditions 3- 生活

□ 労働人口 work force / labor force 3- 生活
□ 労働生産性 labor productivity 2- 経済
 workers’ productivity  3- 生活
□ 労働長官 the Secretary of Labor 1- 政治
□ 労働党 the Labour Party 1- 政治
□ 労働・年金相 the Minister for Works and Pensions 1- 政治
□ 労働力 labor force 3- 生活
□ ろう人形 wax figure 3- 生活
□ ろう人形館 wax museum 3- 生活
□ 老年認知症 senile dementia 5- 健康
□ 老廃物 waste material 5- 健康
□ 浪費 waste of money 2- 経済
□ 浪費する waste money 2- 経済
□ 浪費の多い lavish 3- 生活
□ ロースクール law school 3- 生活
□ ローテク low-tech / low technology 3- 生活
□ ロードレイジ road rage 4- 社会
□ ローマ・カトリック教会 the Roman Catholic Church 3- 生活
□ ローマ法王 Pope / the (Supreme) Pontiff 3- 生活
□ ローン loan 2- 経済
□ ローン会社 loan company 2- 経済
□ ろ過する（～を） filter 5- 健康
□ 60 パーセントの投票率 a turnout of 60 percent 1- 政治
□ ロケ（地） location 3- 生活
□ ロケット弾 rocket-propelled grenade 1- 政治
□ ロケ中で on location 3- 生活
□ ロザリオ rosary 3- 生活
□ ロサンゼルス市警 the Los Angels City Police Department 4- 社会
□ 路地 alley 2- 経済
□ ロシア正教会 Russian Orthodox Church 3- 生活
□ ロシア連邦 the Russian Federation 1- 政治
□ ロシア連邦議会 the Federal Assembly of Russia 1- 政治
□ 路上生活者（の） homeless 1- 政治
□ 路上爆弾 roadside bomb 1- 政治
□ ロゼワイン rose wine 5- 健康
□ 路線価格 land tax assessment value 2- 経済
□ ロックアウト lockout 3- 生活
□ ロック音楽 rock music / rock and roll 3- 生活
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□ 肋骨 rib 5- 健康
□ ロビー活動を行う lobby 1- 政治
□ ロビイスト lobbyist 1- 政治
□ ロボット化 robotization 3- 生活
□ ロボット化する（～を） robotize 3- 生活
□ ロボット工学 robotics 3- 生活
□ ロマンス romance 3- 生活
□ 論議 controversy 1- 政治
□ 論議を呼ぶ controversial 1- 政治
□ 論じる（～であると） argue that ... 1- 政治
□ 論じる（～について） argue about ... 1- 政治

わ

□ ワーキンググループ working group 1- 政治
□ ワーキングホリデー working holiday 3- 生活
□ わいせつ画像 indecent [obscene / x-rated / explicit] picture 4- 社会
□ Y染色体 Y chromosome 5- 健康
□ 賄賂 bribe 4- 社会
□ 賄賂を拒否する reject a bribe 4- 社会
□ ワイン wine 5- 健康
□ 和解 reconciliation 1- 政治
 settlement 3- 生活
□ 和解させる（～を） reconcile 1- 政治
□ わきの下 armpit / pit 5- 健康
□ わき見運転 inattentive driving 4- 社会
□ わき水 spring water 4- 社会
□ 惑星 planet 4- 社会
□ ワクチン vaccine 5- 健康
□ ワシントン記念塔（米国） Washington Monument 2- 経済
□ ワシントン条約 the Convention on International Trade in 1- 政治
 Endangered Species of Wild Fauna and Flora
□ ワシントン誕生日 the Washington’s Birthday 3- 生活
□ 和平会談 peace talks 1- 政治
□ 和平調停 peacemaking 1- 政治
□ 和平調停者 peacemaker 1- 政治
□ わらび bracken 5- 健康
□ 割引キャッシュフロー discounted cash flow 2- 経済

□ 割り戻し rebate 4- 社会
□ 悪口 slander 4- 社会
□ 湾 bay / gulf 4- 社会
□ ワントゥワンマーケティング one-to-one marketing 2- 経済


