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はじめに

外国語の学習者，教員，それに研究者など，外国語教育に関係している人のほと
んどが「語彙は外国語学習の基礎であり，その習得がもっとも重要である」と指摘
しています。また，英語圏の出版物には「社会に出てリーダーになるような人は，
豊富な語彙や表現を駆使する者が多い」といった傾向も指摘されています。では，
外国語として何語くらいの語彙力が必要かというと，発話や出版物の語彙を分析し
ている人たちは，
「英語で十分なコミュニケーション能力を持つためには 7,000 語
から 10,000 語程度の語彙力が必要だ」と推定しています。
しかし，なぜか日本の英語教育ではあまり語彙指導に時間が割かれていないよう
です。中学校でフラッシュカードによる指導などが見られることはありますが，そ
れ以外には，
「意味のわからない語は辞書であらかじめ調べておきなさい」とか，
「単
語帳や単語カードを作って自分で覚えなさい」といった指示が与えられるくらいが
せいぜいでしょう。しかし，このような学習法には問題が多いのです。そのひとつ
は，せっかく学んだと思っても，多くの場合，すぐに「忘れてしまう」し，実際の
コミュニケーション活動にも「使えない」ことです。
さらに，最近の中学校の英語教科書では約 1,000 語，高等学校の教科書を加えて
各語が何度も出てくるのではなく，
も 4,000 語程度しか使われていません。しかも，

1 〜 2 回しか出現しない語が大部分を占めるので，実際に習得されるのは 2,000 語
から 3,000 語程度に留まっています。また，大学に入って語彙が増えるという報告
もほとんど聞かれないので，これでは，成人としてのコミュニケーションを行うに
はまったく不十分ということになります。つまり，教室で学ぶ語彙では量的に不足
しているし，さらに，学んだと思っている語彙の多くは，実際に使える形では学ば
れていないのが実情なのです。
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本書は，これらの問題点に留意しながら，社会人が英語でコミュニケーションを
とるに際して必要な語を厳選し，それを，いろいろな場面での使用目的に合わせて
「使える形に学習する」ことをお手伝いしようとの意図で制作されました。学校で
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じています。
なお，本書の制作に当たっては，出版計画の立案，資料の収集・精選，訳文の作
成，書籍としての構成，原稿の校正のすべての面で（株）語研編集部の奥村民夫氏
に多大なるご指導，ご助言をいただきました。記して感謝の意を表します。
2008 年 5 月
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にいながらの多聴で語彙学習のために 80,000 語以上の英語を聞くのはもっと非現
実的でしょう。仮にそれに成功したとしても，このような方法で学んだ語は，実際
にはあまり使えないとも言われます。では，冒頭で紹介したいくつかの意図的学習
の方法は効率がよいかというと，必ずしもそうではないところに問題があります。
学習時間はそれほどかかりませんが，習得したと思ったものでもすぐに忘れてしま
い，しかも，実際の場面で使えるようになっていないという点が問題なのです。
そこで私たちは，特定の目的で使われる厳選された語彙を，比較的容易に学べ，
それがよく定着し，
しかも実用の場面で使える形に学べる学習法を開発しました
（図

1：太線）。私たちの開発した学習法（竹蓋順子，2000）は 4 ステップ，12 タスク
からなるものです。この学習法と，フラッシュカードを使用して学習した場合の保
持率（上岡，1982）との比較を図 1 に提示しましょう。私たちの実験的指導に参
加して，この驚異的とも言える保持率の高さを体感した千葉大学の学生は，ほぼ全
7
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しかも実用の場面で使える形に学べる学習法を開発しました
（図

1：太線）。私たちの開発した学習法（竹蓋順子，2000）は 4 ステップ，12 タスク
からなるものです。この学習法と，フラッシュカードを使用して学習した場合の保
持率（上岡，1982）との比較を図 1 に提示しましょう。私たちの実験的指導に参
加して，この驚異的とも言える保持率の高さを体感した千葉大学の学生は，ほぼ全
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英語語彙の効果的な学び方

員が満足し，継続して学習したいという意欲を表明しました。

【表 2 ▶ 分散学習を採用した学習計画】

【図 1 ▶学習後の経過時間と保持率】
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❖「使える語彙」とは何か
綴りをじっとにらみ，5 秒くらい経過してから意味がやっとひとつ思い出せるよ

本書で紹介する学習法は，竹蓋順子（2000）の指導法を，その効果を下げずに

うな語も自分の知っている語と数えがちですが，標準的な発話速度が 1 分間に 200

使いやすさを高めることを目指して簡略化したものです。具体的には，3 ステップ，

語（1 秒間に 3 語以上）で，速読はもっと速い（1 分間に 600 語とも言われる）こ

延べ 10 タスクの学習作業からなるもので（表 1）
，複雑に見えるかもしれません。

とを考えると，意味を思い出すのに 5 秒もかかるようでは，とても実用の語彙と

しかし，指示に従ってタスクを進めていけば，分散学習（表 2）の中で自然に語彙

は言えません。見た途端，聞いた途端に，遅くとも 0.3 秒くらいで意味がつかめな

が習得され，しかも長期間よく保持されることが確認されています。したがって，

くてはいけないのです。それだけではありません。語彙の知識は，文書の読解，発

結果として，とても効果的な学習方法と言えます。

話の理解に際して，
「各語の意味」を，ボトムアップ処理（単語→チャンク〔句や，
前後の語句との意味のまとまり〕→文というように，細かい情報の単位から大きな

【表 1 ▶学習ステップの構成】

単位の理解を積み上げていって全体像を理解する作業）による文構造や内容の理解
のための手段としても使えるものでなくてはなりません。

STEP 1

1.....▶写真を見て，学習語の使われる場面や目的を理解する

STEP 2

3.....▶学習語を含む例文を音声とともに提示

トムアップの手法で組み合わせていって文の構造が推測できるだけでは十分ではあ

4.....▶写真を見ながら例文を音声で聞き，意味を推測

りません。音声言語は，発音，単語の選び方，文構造が大きく崩れていることが多

5.....▶例文の音声を聞いてから日本語訳を見て，意味を確認

いので，推測した文の構造に加えて，話し手の表情や声の調子，場面，話題につい

2.....▶語の綴りと日本語訳の一覧表を，聞いた英語音声と結び付ける

6.....▶もう一度例文を音声で聞き，発話として言えるようにする
7.....▶日本語訳から英文例を思い出す
8.....▶例文を聞き，サイレント・シャドーイングを行う

STEP 3

9.....▶例文の空欄に学習語を挿入
10....▶音声の中からチャンクを探し，書き出す

※ 必要に応じて，上記 1 〜 10 を繰り返し学習する

8

また，発話の聴解，いわゆる「リスニング」では，聞き取れたいくつかの語をボ

ての知識などのすべてを利用して，まず話の全体像を推測することも必要ですし，
そのうえで聞き取れなかった音声や語を推定したり，それらの欠落を補ったりする
作業，つまりトップダウンの情報処理手法を使って，正確には聞き取れなかった音
や語の確認，補正をする必要もあります。
しかも，このような「トップダウン処理」と「ボトムアップ処理」をすばやく何
度も繰り返して，より正確な理解に到達するという「編集処理」と呼ばれる認識作
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員が満足し，継続して学習したいという意欲を表明しました。

【表 2 ▶ 分散学習を採用した学習計画】
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業にも語彙の知識が使えなくてはならないのです。

焦点を当て，この問題を解決するために 2,000 語，3,000 語というハードルを設定

英語で話す場合には，その場の雰囲気や，相手がだれであるか，さらに発話の目

して，語彙の量的拡大をめざしています。これに対し，本書は「学んだ語彙の内容

的などに合わせて適切な語彙を瞬時に思い出し，なおかつその語がどのような語と

は適切か」
，
「学んだ語は使えるか」という問題の解決を意図して作られました。言

結び付いて，
どのような文法構造の中で使われるかも知っていなければなりません。

い方を変えれば，成人の基本的なコミュニケーションに必要な語を厳選して，それ

しかも，そのように使えなければならない語は 10 語や 20 語ではすまず，高校卒

を比較的容易に学びながら，忘れることなく，しかもそれを生活の中で使いこなせ

業後も数千語の語彙を学ぶ必要があるとすれば，定着率の高い方法で学ぶことが不

る形での語彙習得のお手伝いをするということです。

可欠になります。

本書は，これらのことを実現するために，次のように構成されています。

このような，広範で重要な語彙の働きを考えると，外国語教育のために効果的で
あるとして考え出された意図的な学習法も，これまで使われてきた手法の多くは，
あまり有用でないということになってしまいます。

❶…目的（機能）別に学習語を分類し，写真からそれらの語が使われる目的や環境
などをおおよそ理解してもらいます。その後，いろいろな学習活動の中で学習
語の使われ方を体験し，意味（内容）と音や綴り，それに使い方を総合的に学

❖ 本書のねらい──語彙の数ではなく，実用度を高める

んでもらいます。

ネイティブスピーカーでも，すべての語彙を知っているわけではありません。だ

❷…学んだことを「忘れない」ためには，学習素材の提示を，文字だけでなく写真

れでも，コミュニケーション活動の中では 20 語から 50 語に 1 語くらいの割合で

や音声とともに提示しますが，同時に，学習タスクを継続的に実践するのでは

知らない語に出会ったり，騒音や不注意のために大切な語を聞き逃したりします。

なく，断続的に，つまり，
「忘れたころに 2 回，3 回と学習する」という，い

しかし，そのような場合でも話の流れや話題，その場の状況，話し相手，それに文

わゆる分散学習の形で学んでもらいます。

法の知識や社会常識などの情報を総合して推測し，欠落を埋めることができるので

❸…語彙を実際のコミュニケーション活動の中で「使える」ように学んでもらうた

す。また，必要に応じて相手に聞き直すこともできるので，あまり問題は起こりま

めに，英語の綴りと日本語の意味の結び付きを個別に覚えさせるといった，丸

せん。自分が話したり書いたりするときにも，最適な語が思い出せなくても，知っ

暗記の形でなく，まず，各語の使用目的を強く意識して学べるように学習語彙

ている語を代わりに使ってなんとか伝えたいことを表現できます。

をグルーピングしています。次に，使われ方の諸相を考慮して，学習語を広範

しかし，その一方で，文章の中でたった 1 語がわからないために誤解をしたり，

な学習活動の中で提示し，さらに，それぞれの語を，文またはチャンクといっ

意味がわからなくなることがあるのも事実です。話す場合にも，適切な単語が思い

た，単語より大きな単位の中で提示しているために，実際に使われる環境での

浮かばないために言いたいことが言えず，歯がゆい思いをすることがあります。で

学習ができます。

すから，コミュニケーションに必要な語彙というものを考える場合，この「習得し
た語彙の数が十分かどうか」を考える必要があります。

繰り返しますが，本書制作の意図は，知っている語の数を増やすことが主な目的

もうひとつ忘れてならない問題として，綴り（文字）とその代表的な意味を知っ

ではありません。知らない語があってもそれを適切に推測してコミュニケーション

ている語の数はある程度あっても，その語を実際のコミュニケーションの場面で適

の目的を達成する能力，音声での英語の使用に困らない能力，そして，学んだ語が

切に使えるとは限らないということがあります。知っていると思っていた単語が，

適切な場所で，かつ，必要な目的の達成のために使えるようになる術を学んでいた

話したり，聞いたりする活動ではほとんど使えない，あるいは適切な場面で，適切

だくものです。本書で学習された皆さんが，実際のコミュニケーションの中で「使

な目的のために使えないというケースです。これは
「学んだ語彙の内容は適切か ?」
，

う」という見地から英語の学習を見直すことができるように願っています。

あるいは「学んだ語は使えるか ?」という妥当性，実用性の問題として捉えなけれ
ばなりません。
語彙学習書の多くは，上記の問題のうち，
「学んだ語彙の数が十分かどうか」に
10
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目的，場面について大まかに理解します。大まかな理解は，以下の 2 種類のタス

本書の使い方
...................................................................................................
...................................................................................................
＊本書での語彙学習は，本文の学習ステップごとに詳しい指示が付いていますので，それに従っ
て作業をしていけば効果的な学習ができるようになっています。したがって，以下の「本書の使
い方」に関する説明は，最初から読むのではなく，学習作業の途中で疑問などが生じたときに戻
ってお読みいただいても結構です。それぞれの学習作業がなぜ必要なのかを理解したうえで学習
すると効果が高まることが知られていますので，少なくとも 2 度目の学習までには読まれること
をお勧めします。

クを通して徐々に形成されていくはずです。
タスク 1
写真を通して，これから学ぶ語がどのような目的で使われるかをイメージしま
しょう。その後，一度 CD の音声を聞き，発音された語彙が聞き取れるかどうかを
確認しましょう。
タスク 2
続いて，赤い下敷きを使って語彙の意味が見えないようにして，CD の音声をも
う一度聞いてみましょう。音声で各単語を認識するだけでなく，聞いたらすぐその

本書では，目的別に厳選された約 830 語の語彙（一覧は 276 ページ以降）の使

意味を考えてみましょう。意味がわかるようであれば，その語が使われる文も考え

い方を学びますが，そのうち約 360 語をとくに詳しく学習します。この 360 語は，

てみましょう。すべての語を聞き終えた後で，意味のわからない語があれば，下敷

6 〜 13 語ずつ，42 種の使用目的別に分類されており，この 6 〜 13 語ずつの語群

きをはずして意味を確認しましょう。確認したら，もう一度音声を聞いてみましょ

10 タスク」の学習作業を通して学んでいきます。
を 4 ページにまとめた
「3 ステップ，

う。

語彙力のセルフチェック

本書を用いた学習の第一歩は，語彙力のセルフチェックです。まず 196 ページ
を開いてください。UNIT 1-42 で学ぶ学習語 360 語の使われ方を示す「学習タス
ク用例文」があります。各ユニットタイトルに示している CD トラックを聞いて，
すぐに語の意味がわかり，例文の使われ方もすぐにわかった場合は，確認欄（□）
にチェック（□
✓）をしてください。
次に，再び 196 ページを開いてください。今度は学習すべき例文セットの日本
語訳を順に見ていき，すぐに英語で言えるかどうか確認してください。自信を持っ

続いて，収録されている 6 〜 13 語の「各語の綴り，発音，それに和訳の意味」
全体に目を通し，これらの情報を通して，別の方向からもこれらの語の使われる目
的，場面を大まかに理解しましょう。
このステップでは，まだ各語の使われ方や意味について詳細に理解する必要はあ
りません。

STEP 2
STEP 2 では 6 種類のタスクを通して，各語の音声，意味，使われ方を，例文を
活用して確実に学びましょう。

て言えるようであれば，各日本語訳の左側にチェック（✓）をしてください。この
日本語訳→英語例文のチェックは少し難しいかもしれません。でも，どれもわから
ない，
あるいは 90 パーセントがわからなくても，
あまりがっかりしないでください。
わからないからこそ学習するのです。
さあ，それでは 20 ページに帰って学習を始めましょう。

タスク 3
まず，おぼろげに記憶されている各語の音声イメージを頭において，予測しなが
ら何も見ずに例文の音声を聞き，その中から宝探しのような感じで「学ぶべき語」
を探しましょう。どうしても探せない人は，196 ページの「学習タスク用例文」の
該当ユニットで，トランスクリプト（英文を書き出したもの）を見ながら例文を聞

STEP 1

き，学習語を例文の中から探す努力をしてください。

まず 1 ページ目は学習の STEP 1，導入の部分です。ここでは，各ユニットタイ
トルと 2 種類のタスクで，これから学ぶ単語を聞きながら，それらが使用される
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目的，場面について大まかに理解します。大まかな理解は，以下の 2 種類のタス

本書の使い方
...................................................................................................
...................................................................................................
＊本書での語彙学習は，本文の学習ステップごとに詳しい指示が付いていますので，それに従っ
て作業をしていけば効果的な学習ができるようになっています。したがって，以下の「本書の使
い方」に関する説明は，最初から読むのではなく，学習作業の途中で疑問などが生じたときに戻
ってお読みいただいても結構です。それぞれの学習作業がなぜ必要なのかを理解したうえで学習
すると効果が高まることが知られていますので，少なくとも 2 度目の学習までには読まれること
をお勧めします。

クを通して徐々に形成されていくはずです。
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きをはずして意味を確認しましょう。確認したら，もう一度音声を聞いてみましょ

10 タスク」の学習作業を通して学んでいきます。
を 4 ページにまとめた
「3 ステップ，

う。

語彙力のセルフチェック
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STEP 2
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活用して確実に学びましょう。

て言えるようであれば，各日本語訳の左側にチェック（✓）をしてください。この
日本語訳→英語例文のチェックは少し難しいかもしれません。でも，どれもわから
ない，
あるいは 90 パーセントがわからなくても，
あまりがっかりしないでください。
わからないからこそ学習するのです。
さあ，それでは 20 ページに帰って学習を始めましょう。

STEP 1

タスク 3
まず，おぼろげに記憶されている各語の音声イメージを頭において，予測しなが
ら何も見ずに例文の音声を聞き，その中から宝探しのような感じで「学ぶべき語」
を探しましょう。どうしても探せない人は，196 ページの「学習タスク用例文」の
該当ユニットで，トランスクリプト（英文を書き出したもの）を見ながら例文を聞
き，学習語を例文の中から探す努力をしてください。

まず 1 ページ目は学習の STEP 1，導入の部分です。ここでは，各ユニットタイ
トルと 2 種類のタスクで，これから学ぶ単語を聞きながら，それらが使用される
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タスク 4

ながら後について言ってみましょう。

タスク 3 の作業をもう一度繰り返した後，各例文がどのような場面，目的で使
われているのかを推測します。この場合の推測とは，英語を聞いて和訳をすること
ではなく，1 ページ目にあるユニットタイトルと写真，それに学習語群の意味など
と，例文の中で使われている他の語など，使うことができるあらゆる情報を活用し

今回も口には出さないで，頭の中で言うだけで結構です。

STEP 3
STEP 3 では，2 種類のタスクを通して，これまでの学習に成功したかどうか，

て「例文が，どのような場面で，どのようなメッセージを伝達するために使われる

実際のコミュニケーションに使える形で語彙の学習ができたかどうかを確認しま

か」を考えてみることです。

す。

タスク 5

タスク 9

まず，196 ページの「学習タスク用例文」の該当ユニットで，例文の日本語訳 6

まず，CD を聞かずに空所に「適切な語」を入れましょう。STEP 1 の語彙リス

〜 13 文を通読して，どのような例文があるのかを確認します。表現の細部にこだ

トの語はすべて原形で示してありますが，空所を埋めるときは，時制や人称などに

わる必要はありません。どのような場面，目的で使われる表現なのかを日本語訳を

合わせて語形を変化させて書いてください。空欄に 2 つ以上の語が入る可能性が

通して確認するだけで十分です。

ある場合も，STEP 1 で学んだとおりの語を入れるよう努めてください。学習時に
は，まず，学習内容をそのまましっかりと覚えることが大切です。また，解答は別

タスク 6

の紙に書き出してください。本書は，確実に定着させるために，何度も繰り返して

もう一度，CD で英語の例文を聞きましょう。英語のまま覚えてしまうつもりで，

使用することになるからです。

3 回くらい聞いてください。例文が長すぎてどうしても全体を英語として聞けない
人は，
「学習タスク用例文」の該当ユニットのトランスクリプトを見ながら聞きま
しょう。トランスクリプトを見て英語が理解できた人は，もう一度，トランスクリ
プトなしで聞きましょう。

タスク 10
ここでは，学習すべき語を「チャンク」の中で学びます。文の要素を，語より大
きな単位で学んでおくと，学んだ語を使える可能性が大きく高まるからです。タス

例文を聞くときには，単語単位ではなく，斜線で区切った「チャンク（4 語前後

ク 9 の上に赤い下敷きを置き，CD を聞いて，その中から学習語を含んだチャンク

のまとまった意味のある語群）
」の単位で聞くように努力すると，長い発話でも比

を探す作業をしましょう。この作業が終わった後，
下敷きを取らずに，
すべてのチャ

較的容易に理解していけるようになります。

ンクを頭の中で復唱しながら，2 回ほど丁寧に書き出しましょう。書き出す作業は，
タスク 9 と同様，別の紙を使ってください。

タスク 7
「学習タスク用例文」の該当ユニットの例文訳を見ながら，ひとつずつ英語の表

STEP 3 のタスクが，どちらも 80 パーセント以上できた人は，次のユニットに

現を言ってみましょう。口には出さずに頭の中で言ってみる
（サイレント・シャドー

進みましょう。タスク 9，
タスク 10 ともに 80 パーセント未満しかできなかった人は，

イング）だけで十分です。まだよく学んでいない段階で声を出そうとすると自分の

STEP 2 に戻って，もう一度学習をやり直しましょう。

発音，とくに個々の音の発音が気になり，リズムやイントネーションのような，こ
こで学ばなくてはいけない重要な情報に注意が向かなくなってしまうからです。

分散学習による復習

本書では，42 ユニットの使用目的別の語群（6 〜 13 語）について，それぞれ，
タスク 8

この 3 ステップ，10 タスクの学習を行います。そして，結果として計 360 語を集

最後に，もう一度 CD で英語の例文を聞き，リズムやイントネーションに注意し
14

中的に学ぶことになりますが，それに「分散学習」の効果を加えるため，UNIT 3
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タスク 4
タスク 3 の作業をもう一度繰り返した後，各例文がどのような場面，目的で使
われているのかを推測します。この場合の推測とは，英語を聞いて和訳をすること
ではなく，1 ページ目にあるユニットタイトルと写真，それに学習語群の意味など
と，例文の中で使われている他の語など，使うことができるあらゆる情報を活用し

ながら後について言ってみましょう。
今回も口には出さないで，頭の中で言うだけで結構です。

STEP 3
STEP 3 では，2 種類のタスクを通して，これまでの学習に成功したかどうか，

て「例文が，どのような場面で，どのようなメッセージを伝達するために使われる

実際のコミュニケーションに使える形で語彙の学習ができたかどうかを確認しま

か」を考えてみることです。

す。

タスク 5

タスク 9

まず，196 ページの「学習タスク用例文」の該当ユニットで，例文の日本語訳 6

まず，CD を聞かずに空所に「適切な語」を入れましょう。STEP 1 の語彙リス

〜 13 文を通読して，どのような例文があるのかを確認します。表現の細部にこだ

トの語はすべて原形で示してありますが，空所を埋めるときは，時制や人称などに

わる必要はありません。どのような場面，目的で使われる表現なのかを日本語訳を

合わせて語形を変化させて書いてください。空欄に 2 つ以上の語が入る可能性が

通して確認するだけで十分です。

ある場合も，STEP 1 で学んだとおりの語を入れるよう努めてください。学習時に
は，まず，学習内容をそのまましっかりと覚えることが大切です。また，解答は別

タスク 6
もう一度，CD で英語の例文を聞きましょう。英語のまま覚えてしまうつもりで，

の紙に書き出してください。本書は，確実に定着させるために，何度も繰り返して
使用することになるからです。

3 回くらい聞いてください。例文が長すぎてどうしても全体を英語として聞けない
人は，
「学習タスク用例文」の該当ユニットのトランスクリプトを見ながら聞きま
しょう。トランスクリプトを見て英語が理解できた人は，もう一度，トランスクリ
プトなしで聞きましょう。

タスク 10
ここでは，学習すべき語を「チャンク」の中で学びます。文の要素を，語より大
きな単位で学んでおくと，学んだ語を使える可能性が大きく高まるからです。タス

例文を聞くときには，単語単位ではなく，斜線で区切った「チャンク（4 語前後

ク 9 の上に赤い下敷きを置き，CD を聞いて，その中から学習語を含んだチャンク

のまとまった意味のある語群）
」の単位で聞くように努力すると，長い発話でも比

を探す作業をしましょう。この作業が終わった後，
下敷きを取らずに，
すべてのチャ

較的容易に理解していけるようになります。

ンクを頭の中で復唱しながら，2 回ほど丁寧に書き出しましょう。書き出す作業は，
タスク 9 と同様，別の紙を使ってください。

タスク 7
「学習タスク用例文」の該当ユニットの例文訳を見ながら，ひとつずつ英語の表

STEP 3 のタスクが，どちらも 80 パーセント以上できた人は，次のユニットに

現を言ってみましょう。口には出さずに頭の中で言ってみる
（サイレント・シャドー

進みましょう。タスク 9，
タスク 10 ともに 80 パーセント未満しかできなかった人は，

イング）だけで十分です。まだよく学んでいない段階で声を出そうとすると自分の

STEP 2 に戻って，もう一度学習をやり直しましょう。

発音，とくに個々の音の発音が気になり，リズムやイントネーションのような，こ
こで学ばなくてはいけない重要な情報に注意が向かなくなってしまうからです。

分散学習による復習

本書では，42 ユニットの使用目的別の語群（6 〜 13 語）について，それぞれ，
タスク 8
最後に，もう一度 CD で英語の例文を聞き，リズムやイントネーションに注意し

この 3 ステップ，10 タスクの学習を行います。そして，結果として計 360 語を集
中的に学ぶことになりますが，それに「分散学習」の効果を加えるため，UNIT 3
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の学習が終わった後は，各ユニットの学習が終わるごとに 2 ユニット前に学習し

面や目的」はこれまでに学習してきたものとまったく同じです。使われ方を学ぶ

た語群に戻って，もう一度ユニット全体の学習を繰り返します。つまり，UNIT 3

べき語彙も，基本的には本文で学んできたものと同じですが，ユニットによっては，

の学習の後は UNIT 1 の復習を行い，UNIT 4 の学習の後は UNIT 2 の復習を行う

その一部が割愛されていたり，他の語が使われていることがあります。そのこと

といった具合です。このような学習方法を採用するのは，
「忘れたころにもう一度

はあまり気にせずに，以下の流れに沿ってユニットごとに応用学習しましょう。

学習を繰り返すと，学んだことがよく定着する」ということが認知科学的に知られ
ているからです。
このように，説明だけを読むと，学習の流れが複雑で面倒なように思えるかもし

タスク 1
まず，赤い下敷きを置いて学習語が見えないようにしたうえで，下線部に入る

れませんが，各ページに明確な指示が書かれているので，その指示に従って学習し

べき語を考えてみましょう。大部分は学習した語ですから容易に入れられるかも

ていけば面倒なことはないはずです。そして，何よりも，学んだ結果がよく定着す

しれませんね。下敷きをはずして，正しく入れられたことが確認できたら，英文

るので，結果として高い学習効率につながります。
「使える英語力を身につけるた

の左側の「チェック欄」の中にチェック（□
✓）をしましょう。

めに必要な学習作業なのだ」という確信を持って学習をしていただくと，効果は倍
増するでしょう。
学習効果の確認

タスク 2
右側の和文を上から下まで読んで，どのような場面や目的で使われる英語の表
現を追加学習するのかを理解しましょう。

42 ユニットの学習を終了したうえで，再び語彙力のセルフチェックをしてみま
しょう。再び 196 ページを開いてください。UNIT 1-42 で学習する 360 語の使わ
れ方を示す例文セットがあります。各ユニットタイトルに示している CD トラック
を聞いて，すぐに語の意味と例文の使われ方がわかった場合は確認欄（□）を○で

タスク 3
右側の和文を一文見るごとに左側の英文を見て，
「和文で表されている内容を英
語ではどのように言うのか」を確認しましょう。

囲んでください。○印を付け終わったら，本書での学習を始める前に付けたチェッ
ク（□
✓）の数と比較してみてください。きっと（□
✓）の数より○印が大きく増えた
ことに驚くでしょう。それが本書での学習効果です。

タスク 4
上記，3 の作業をユニットの終わりまで続けましょう。

次に，同じく 196 ページを開いてください。今度は学習すべき例文セットの日
本語訳を順に見ていき，
すぐに英語で言えるかどうか確認してください。
自信を持っ
て言えるようであれば和訳の先頭に○を付け，または ✓ を○で囲んでください。
こちらも，学習開始時に付けた（□
✓）より，○印の数が大きく増えているはずです。

タスク 5
「英文で表されている内容を確
左側の英文を 1 文見るごとに右側の和文を見て，
認する」作業をユニットの終わりまで繰り返しましょう。

もし，チェックの数があまり増えていないようでしたら，もう一度本書の最初に
戻って学習を繰り返してください。集中して学習していなかったり，タスクを省略
したりした場合，
そのような結果が出るかもしれません。今度はきちんと指示に従っ
て，地道に取り組みましょう。
「学習語応用例文」の学習

タスク 6
英文を，チャンク単位を意識して（斜線または句読点で区切りながら）サイレ
ント・シャドーイング，または口ずさむ練習をしましょう。
タスク 7

214 ページ以降に応用学習用に用意されている「学習語応用例文」の使い方に

赤い下敷きを置いて，学習語が何であったか思い出しましょう。下敷きを取っ

ついて簡単に説明しましょう。UNIT 1 から UNIT 42 まで，学習語が使われる「場

て正しく学習語を入れられたことを確認したらチェック欄の周りを○で囲みまし
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の学習が終わった後は，各ユニットの学習が終わるごとに 2 ユニット前に学習し

面や目的」はこれまでに学習してきたものとまったく同じです。使われ方を学ぶ

た語群に戻って，もう一度ユニット全体の学習を繰り返します。つまり，UNIT 3

べき語彙も，基本的には本文で学んできたものと同じですが，ユニットによっては，

の学習の後は UNIT 1 の復習を行い，UNIT 4 の学習の後は UNIT 2 の復習を行う

その一部が割愛されていたり，他の語が使われていることがあります。そのこと

といった具合です。このような学習方法を採用するのは，
「忘れたころにもう一度

はあまり気にせずに，以下の流れに沿ってユニットごとに応用学習しましょう。

学習を繰り返すと，学んだことがよく定着する」ということが認知科学的に知られ
ているからです。
このように，説明だけを読むと，学習の流れが複雑で面倒なように思えるかもし

タスク 1
まず，赤い下敷きを置いて学習語が見えないようにしたうえで，下線部に入る

れませんが，各ページに明確な指示が書かれているので，その指示に従って学習し

べき語を考えてみましょう。大部分は学習した語ですから容易に入れられるかも

ていけば面倒なことはないはずです。そして，何よりも，学んだ結果がよく定着す

しれませんね。下敷きをはずして，正しく入れられたことが確認できたら，英文

るので，結果として高い学習効率につながります。
「使える英語力を身につけるた

の左側の「チェック欄」の中にチェック（□
✓）をしましょう。

めに必要な学習作業なのだ」という確信を持って学習をしていただくと，効果は倍
増するでしょう。
学習効果の確認

タスク 2
右側の和文を上から下まで読んで，どのような場面や目的で使われる英語の表
現を追加学習するのかを理解しましょう。

42 ユニットの学習を終了したうえで，再び語彙力のセルフチェックをしてみま
しょう。再び 196 ページを開いてください。UNIT 1-42 で学習する 360 語の使わ
れ方を示す例文セットがあります。各ユニットタイトルに示している CD トラック
を聞いて，すぐに語の意味と例文の使われ方がわかった場合は確認欄（□）を○で

タスク 3
右側の和文を一文見るごとに左側の英文を見て，
「和文で表されている内容を英
語ではどのように言うのか」を確認しましょう。

囲んでください。○印を付け終わったら，本書での学習を始める前に付けたチェッ
ク（□
✓）の数と比較してみてください。きっと（□
✓）の数より○印が大きく増えた
ことに驚くでしょう。それが本書での学習効果です。

タスク 4
上記，3 の作業をユニットの終わりまで続けましょう。

次に，同じく 196 ページを開いてください。今度は学習すべき例文セットの日
本語訳を順に見ていき，
すぐに英語で言えるかどうか確認してください。
自信を持っ
て言えるようであれば和訳の先頭に○を付け，または ✓ を○で囲んでください。
こちらも，学習開始時に付けた（□
✓）より，○印の数が大きく増えているはずです。

タスク 5
「英文で表されている内容を確
左側の英文を 1 文見るごとに右側の和文を見て，
認する」作業をユニットの終わりまで繰り返しましょう。

もし，チェックの数があまり増えていないようでしたら，もう一度本書の最初に
戻って学習を繰り返してください。集中して学習していなかったり，タスクを省略
したりした場合，
そのような結果が出るかもしれません。今度はきちんと指示に従っ
て，地道に取り組みましょう。
「学習語応用例文」の学習

タスク 6
英文を，チャンク単位を意識して（斜線または句読点で区切りながら）サイレ
ント・シャドーイング，または口ずさむ練習をしましょう。
タスク 7

214 ページ以降に応用学習用に用意されている「学習語応用例文」の使い方に

赤い下敷きを置いて，学習語が何であったか思い出しましょう。下敷きを取っ

ついて簡単に説明しましょう。UNIT 1 から UNIT 42 まで，学習語が使われる「場

て正しく学習語を入れられたことを確認したらチェック欄の周りを○で囲みまし
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ょう。きっと ✓ より○のほうが格段に多くなっていると思います。

1 ユニットの応用学習が終わったら，UNIT 42 まで順に進めていきましょう。
補充学習語彙の学習（360 語以外の語について）

236 ページからは，UNIT 1-42 でカバーしていない補足学習語彙約 470 語とそ
の例文を収録しています。まずは語彙が使われる場面を頭に置き，次に英語語彙・
表現から和訳へ，和訳から英語語彙・表現へ，さらにはチャンクでの学習へ，と自
分で主体的に考えながら反復学習し，さらにそれを分散学習の形で繰り返し学習す
れば，すべての語彙にチェックが付けられる日も遠くないはずです。
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話すための基本単語
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

話すための英単語やり直しドリル ためし読み → Webページへ

Track...02-03

Ⅰ.........話すための基本単語

UNIT 1 あいさつする

1回目

2回目

3回目

.....................................................................................................................................................................................................................

STEP 1......................................................................................................................
□

1．写真をよく見て，これから学習する単語の使われる場面や目的を想像してみま
しょう。次に，写真を見ながら Track...02 をよく聞きましょう。

STEP 2......................................................................................................................
□

3． Track...03 で例文を聞き，
その中で使われている学習単語を探し出してみましょ
う。探し出せなかったら，STEP 1 の単語リストを見ながら探しましょう。

.....
□

4．STEP 1 の写真を見ながら
う。

.....
□

5．

.....
□

2．

まだ，例文全体の意味がわからなくてもかまいません。
Track...03 を聞いて，例文の意味を考えてみましょ

意味は大胆に推測することが大切です。聞くたびに日本語に訳す必要はありません。
Track...03 を聞きながら例文の意味を

196 ページで確認しましょう。

細かい表現にこだわる必要はありません。日本語訳を手がかりにして，その表現がど
のような場面や目的で使われるかを考えてみましょう。

Track...02 でこれから学習する単語を聞き，意味を確認しましょう。
（まずは下

敷きを使って意味を隠し，単語を聞いただけですぐに意味がわかるかどうか試してみましょう。
その後，下敷きをはずして単語を聞き，意味を確認しましょう）

.....
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

何も見ないですぐに意味を思い出せるようになるまで何度も聞きましょう。

hi .................... やあ，こんにちは
hello ............... やあ，こんにちは
greet .............. 〜にあいさつする，〜を迎える
pleasure ......... 喜び，楽しみ
welcome ........ 歓迎される；〜を歓迎する
introduce ....... 〜を紹介する，披露する
invite .............. 〜を招待する
visit ................ 〜を訪れる；訪問
sincerely ........ 心から，誠実に
regards........... よろしくという伝言
goodbye ......... 別れのあいさつ，さようなら

20

6．もう一度 Track...03 を聞いて，例文を覚えてしまいましょう。どうしても英語
として聞けない人は 196 ページの英文を見ながら聞きましょう。

.....

斜線や句読点で区切られた単位（チャンク）を「意味のまとまり」と考えて聞くと，
覚えやすいでしょう。

□

7．196 ページの例文の日本語訳を見て，学習した例文を思い出しましょう。

.....
□

8．

.....

まだ思い出せなくても心配する必要はありません。
Track...03 でもう一度例文を聞きながら，すぐ後について言ってみましょう。

声に出さないで，頭の中で言うだけでかまいません。リズムやイントネーションに注
意して，頭の中で言ってみましょう。

21
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Track...02-03

Ⅰ.........話すための基本単語

UNIT 1 あいさつする

1回目

2回目

3回目

.....................................................................................................................................................................................................................

STEP 1......................................................................................................................
□

1．写真をよく見て，これから学習する単語の使われる場面や目的を想像してみま
しょう。次に，写真を見ながら Track...02 をよく聞きましょう。

STEP 2......................................................................................................................
□

3． Track...03 で例文を聞き，
その中で使われている学習単語を探し出してみましょ
う。探し出せなかったら，STEP 1 の単語リストを見ながら探しましょう。

.....
□

4．STEP 1 の写真を見ながら
う。

.....
□

5．

.....
□

2．

まだ，例文全体の意味がわからなくてもかまいません。
Track...03 を聞いて，例文の意味を考えてみましょ

意味は大胆に推測することが大切です。聞くたびに日本語に訳す必要はありません。
Track...03 を聞きながら例文の意味を

196 ページで確認しましょう。

細かい表現にこだわる必要はありません。日本語訳を手がかりにして，その表現がど
のような場面や目的で使われるかを考えてみましょう。

Track...02 でこれから学習する単語を聞き，意味を確認しましょう。
（まずは下

敷きを使って意味を隠し，単語を聞いただけですぐに意味がわかるかどうか試してみましょう。
その後，下敷きをはずして単語を聞き，意味を確認しましょう）

.....
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

何も見ないですぐに意味を思い出せるようになるまで何度も聞きましょう。

hi .................... やあ，こんにちは
hello ............... やあ，こんにちは
greet .............. 〜にあいさつする，〜を迎える
pleasure ......... 喜び，楽しみ
welcome ........ 歓迎される；〜を歓迎する
introduce ....... 〜を紹介する，披露する
invite .............. 〜を招待する
visit ................ 〜を訪れる；訪問
sincerely ........ 心から，誠実に
regards........... よろしくという伝言
goodbye ......... 別れのあいさつ，さようなら

6．もう一度 Track...03 を聞いて，例文を覚えてしまいましょう。どうしても英語
として聞けない人は 196 ページの英文を見ながら聞きましょう。

.....

斜線や句読点で区切られた単位（チャンク）を「意味のまとまり」と考えて聞くと，
覚えやすいでしょう。

□

7．196 ページの例文の日本語訳を見て，学習した例文を思い出しましょう。

.....
□

8．

.....

まだ思い出せなくても心配する必要はありません。
Track...03 でもう一度例文を聞きながら，すぐ後について言ってみましょう。

声に出さないで，頭の中で言うだけでかまいません。リズムやイントネーションに注
意して，頭の中で言ってみましょう。
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Ⅰ.........話すための基本単語

UNIT 1
STEP 3......................................................................................................................
□

（まずは，
別紙を用いて，
カッコの中に学習した単語を入れてみましょ
9．空所を埋めましょう。
う。次に，下敷きでこのページを隠して「空所になった部分」をすべて埋めてみましょう）

.....

□

● STEP 3がよくできた

………▶

Great! 次に進みましょう。

● STEP 3ができなかった ……▶ STEP 2に戻ってもう一度学習しましょう。

各例文の意味が 196 ページの日本語訳になるようにしましょう。

□

(

□

Say (

□

I was (

) very warmly on my ﬁrst day of work.

□

It’s a (

) to meet you.

□

Pleased to meet you. (

□

Let me (

□

I’d like to (

□

You must come and (

□

I(

□

Give my (

□

Say (

.....

自分で評価しましょう

), Bill. How are you doing?
) to everyone at work for me.

) to our home.

) myself: my name is Timothy Smith.
) you to my going-away party next week.
) us sometime.

) hope we’ll meet again.
) to your wife.
) to your mom for me.

正解は 196 ページの UNIT 1 英文で確認しましょう。

10．最後にもう一度，学習語・語句をチャンクの中で学びます。 Track...03 を聞
いて，このユニットの学習語・語句を含んだチャンクを探しましょう。さらに，1
文ごとに CD を止めて，すべてのチャンクを頭の中で言いながら，ていねいに書き
出しましょう。（できれば CD を聞いて全部書き出す努力をしましょう。書き出せなかったも
のは 196 ページの例文を書き写しましょう。チャンク分けの記号 ( 斜線と句読点 ) は 196 ペー
ジの英文例に付けてあります）

.....

単語より大きな単位（チャンク）で学んでおけば，実際に使える語として身につきます。

22

23

話すための英単語やり直しドリル ためし読み → Webページへ

Ⅰ.........話すための基本単語

UNIT 1
STEP 3......................................................................................................................
□

（まずは，
別紙を用いて，
カッコの中に学習した単語を入れてみましょ
9．空所を埋めましょう。
う。次に，下敷きでこのページを隠して「空所になった部分」をすべて埋めてみましょう）

.....

□

● STEP 3がよくできた

………▶

Great! 次に進みましょう。

● STEP 3ができなかった ……▶ STEP 2に戻ってもう一度学習しましょう。

各例文の意味が 196 ページの日本語訳になるようにしましょう。

□

(

□

Say (

□

I was (

) very warmly on my ﬁrst day of work.

□

It’s a (

) to meet you.

□

Pleased to meet you. (

□

Let me (

□

I’d like to (

□

You must come and (

□

I(

□

Give my (

□

Say (

.....

自分で評価しましょう

), Bill. How are you doing?
) to everyone at work for me.

) to our home.

) myself: my name is Timothy Smith.
) you to my going-away party next week.
) us sometime.

) hope we’ll meet again.
) to your wife.
) to your mom for me.

正解は 196 ページの UNIT 1 英文で確認しましょう。

10．最後にもう一度，学習語・語句をチャンクの中で学びます。 Track...03 を聞
いて，このユニットの学習語・語句を含んだチャンクを探しましょう。さらに，1
文ごとに CD を止めて，すべてのチャンクを頭の中で言いながら，ていねいに書き
出しましょう。（できれば CD を聞いて全部書き出す努力をしましょう。書き出せなかったも
のは 196 ページの例文を書き写しましょう。チャンク分けの記号 ( 斜線と句読点 ) は 196 ペー
ジの英文例に付けてあります）

.....

単語より大きな単位（チャンク）で学んでおけば，実際に使える語として身につきます。
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V

補充語彙・例文
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ hospitable 快く受け入れる，居心地のよい

UNIT 1............あいさつする

□ He had a friendly, hospitable air about him. 彼は親しみやすくて，感じのよい人でした。

□ How do you do?� はじめまして。
□ How do you do? It’s a pleasure to ﬁnally meet you.

はじめまして。やっとお会いできて

うれしいです。

□ How are things?�

□ thanks 感謝，謝意

調子はどうですか。いかがお過ごしですか。

□ How are things?—Things are all right.
□ How’s it going?� 調子はどう？

□ Please pass on my thanks to your family. ご家族に私の感謝の気持ちをお伝えください。

調子はどうですか──まあまあです。

元気？

□ Haven’t seen you for a long time. How’s it going? ずいぶん久しぶりですね。お元気ですか。
□ How have ... been?� 〜の調子はどうですか。〜はいかがですか。

寛大な，気前のよい

□ tribute 賛辞

□ What’s up?� 元気ですか。お変わりありませんか。
□ I’ve been trying to reach you for ages. What’s up? ずっと連絡を取ろうとしていました。
元気ですか。

□ My father gave an emotional tribute to my mother at their 50th wedding

anniversary.

父は金婚式で母に感動的な感謝の言葉を捧げた。

□ It’s kind of you to ...

あいさつ（の言葉）
，あいさつ状

ご親切に〜していただいてどうも。〜していただきありがとう

ございます。

□ Ruth sends her greetings. ルースがよろしくと言っていました。

□ It’s kind of you to think of us. 私たちを気遣ってくださり，ありがとうございます。

□ I must be going. 失礼します。もう行かないと。
□ Sorry to eat and run, but I must be going. 食い逃げみたいで申し訳ないけど，行かないと。

UNIT 3............謝る
□ Excuse me. すみません。失礼します。

□ See you. またね。それじゃまた。

□ Take care.

□ generous

□ Thank you for being so patient with me. 私に辛抱強く付き合ってくれてありがとう。

久しぶりですね。お変わりありませんか。

□ Are you in next week?—Yes. See you.

□ How kind of you to bring ﬂowers! 花を持ってきてくれてありがとう。

□ patient 忍耐強い，我慢する

□ What’s new?� 最近何かありましたか。元気でしたか。

□ greeting

□ kind 親切な，やさしい

□ Thank you for being so generous with your time. 時間を割いてくれて，ありがとう。

□ How have the kids been? お子さんたちは元気ですか。

□ It’s been a while. What’s new?

UNIT 2............感謝する

来週はいますか。──ええ。そのときにまた。

□ Pardon me.

それじゃあ。気をつけて。お大事に。

□ Have a great weekend.—You too, take care.

よい週末を。──あなたも気をつけて。

□ friendly 親しみやすい，気さくな
□ She greeted us with a friendly smile. 彼女は気さくな笑顔で私たちを出迎えてくれた。
□ polite 丁寧な，礼儀正しい
くして，
「お願いします」と「ありがとう」を必ず言いなさい。

□ Oh, pardon me, I didn’t mean to disturb you. ああ，申し訳ありません。おじゃまするつも
りではなかったのです。

□ regret

後悔；〜を残念に思う，後悔する

□ She expressed no regret about missing my farewell party.

彼女は私の送別会に来なかっ

□ accountable 責任がある，説明する義務がある
□ Who is accountable for this oversight? このミスはだれの責任ですか。

□ warm 温かい，暖かい，心からの
私を迎えてくれたので，本当に感動しました。

すみません。失礼します。

たことなど，まったく気にかけていなかった。

□ Remember to be polite and don’t forget to say “please” and “thank you.” 礼儀正し

□ They gave me such a warm welcome that I was quite touched.

□ Excuse me for interrupting. お話し中に失礼します。

彼らはとても温かく

□ carelessness

軽率，無頓着

□ I’m sorry, that was carelessness on my part.

申し訳ありません，私の不注意でした。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ hospitable 快く受け入れる，居心地のよい

UNIT 1............あいさつする

□ He had a friendly, hospitable air about him. 彼は親しみやすくて，感じのよい人でした。

□ How do you do?� はじめまして。
□ How do you do? It’s a pleasure to ﬁnally meet you.

はじめまして。やっとお会いできて

うれしいです。

□ How are things?�

□ thanks 感謝，謝意

調子はどうですか。いかがお過ごしですか。

□ How are things?—Things are all right.
□ How’s it going?� 調子はどう？

□ Please pass on my thanks to your family. ご家族に私の感謝の気持ちをお伝えください。

調子はどうですか──まあまあです。

元気？

□ Haven’t seen you for a long time. How’s it going? ずいぶん久しぶりですね。お元気ですか。
□ How have ... been?� 〜の調子はどうですか。〜はいかがですか。

□ I’ve been trying to reach you for ages. What’s up? ずっと連絡を取ろうとしていました。
元気ですか。

□ My father gave an emotional tribute to my mother at their 50th wedding

anniversary.

父は金婚式で母に感動的な感謝の言葉を捧げた。

□ It’s kind of you to ...

あいさつ（の言葉）
，あいさつ状

ご親切に〜していただいてどうも。〜していただきありがとう

ございます。

□ Ruth sends her greetings. ルースがよろしくと言っていました。

□ It’s kind of you to think of us. 私たちを気遣ってくださり，ありがとうございます。

□ I must be going. 失礼します。もう行かないと。
□ Sorry to eat and run, but I must be going. 食い逃げみたいで申し訳ないけど，行かないと。

UNIT 3............謝る
□ Excuse me. すみません。失礼します。

□ See you. またね。それじゃまた。
来週はいますか。──ええ。そのときにまた。

□ Have a great weekend.—You too, take care.

よい週末を。──あなたも気をつけて。

□ friendly 親しみやすい，気さくな
□ She greeted us with a friendly smile. 彼女は気さくな笑顔で私たちを出迎えてくれた。
□ polite 丁寧な，礼儀正しい

すみません。失礼します。

□ Oh, pardon me, I didn’t mean to disturb you. ああ，申し訳ありません。おじゃまするつも
りではなかったのです。

□ regret

後悔；〜を残念に思う，後悔する

□ She expressed no regret about missing my farewell party.

彼女は私の送別会に来なかっ

たことなど，まったく気にかけていなかった。

□ Remember to be polite and don’t forget to say “please” and “thank you.” 礼儀正し
くして，
「お願いします」と「ありがとう」を必ず言いなさい。

□ accountable 責任がある，説明する義務がある
□ Who is accountable for this oversight? このミスはだれの責任ですか。

□ warm 温かい，暖かい，心からの
□ They gave me such a warm welcome that I was quite touched.

□ Excuse me for interrupting. お話し中に失礼します。
□ Pardon me.

それじゃあ。気をつけて。お大事に。

私を迎えてくれたので，本当に感動しました。

寛大な，気前のよい

□ tribute 賛辞

□ What’s up?� 元気ですか。お変わりありませんか。

□ Take care.

□ generous

□ Thank you for being so patient with me. 私に辛抱強く付き合ってくれてありがとう。

久しぶりですね。お変わりありませんか。

□ Are you in next week?—Yes. See you.

□ How kind of you to bring ﬂowers! 花を持ってきてくれてありがとう。

□ patient 忍耐強い，我慢する

□ What’s new?� 最近何かありましたか。元気でしたか。

□ greeting

□ kind 親切な，やさしい

□ Thank you for being so generous with your time. 時間を割いてくれて，ありがとう。

□ How have the kids been? お子さんたちは元気ですか。

□ It’s been a while. What’s new?

UNIT 2............感謝する

彼らはとても温かく

□ carelessness

軽率，無頓着

□ I’m sorry, that was carelessness on my part.

申し訳ありません，私の不注意でした。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ mistake 誤り，間違い

□ credit

□ I must take responsibility for my mistakes. 私が犯した過ちの責任は私が取らなくてはなり
ません。

□ I don’t deserve the credit for this; she does. これは私ではなく，彼女の功績です。
□ good job よい仕事，よい出来

□ oversight 誤り，見落とし

□ Good job, everyone. I can’t thank you enough. 皆さん，すばらしい仕事ぶりでした。いく

□ Forgive the oversight. It won’t happen again.

見落としを許してください。二度と繰り返し

ません。

ら感謝しても足りません。

□ deserve

□ damage 損害，損傷；〜を傷つける
被った損害の埋め合わせをします。

□ ignorance 無知，知らないこと
それは無知から生じた誤りだった。

□ justify 〜を正当化する，〜の根拠となる
あなたはいつも自分の間違いを

正当化しますね。謝ってくれればよいのです。

〜だったらと思う／〜でなかったらと思う

□ I wish I hadn’t told him what I really thought. 彼に本音を伝えるべきではありませんでした。

ほめる・祝う・励ます

上出来だ。よくやりましたね。

□ Not bad. 結構いける。かなりよい。
□ You came in third? Not bad!

3 位に入ったのですか。よかったですね！

□ God bless you. 幸運を祈ります。お大事に。
□ God bless you for your help. 手伝ってくれて心から感謝します。

UNIT 5............好む

□ praise 賞賛，ほめ言葉；〜をほめる
□ You deserve praise for all your efforts.

□ Well done.

□ This is excellent work. Well done. これは見事な出来映えですね。上出来です。

□ You always justify your mistakes. An apology would do.

............

□ Good for you! 上出来だ。おめでとう。
□ You got the job? Good for you! 仕事が見つかったのですか。おめでとう！

□ It was a mistake made in ignorance.

□ wish ... had/hadn’t ＋過去分詞

〜にふさわしい，値する

□ Your team deserves to win. あなたたちのチームが勝って当然です。

□ I’ll make reparation for damages incurred.

UNIT 4

功績，信用

あなたの努力は称賛に値します。

□ admiration 感嘆，賛美
□ I am writing to express my admiration for your leadership. あなたの指導力に敬意を表す
ために，この手紙を書いています。

□ applaud 〜に拍手する，〜を賞賛する
□ We applaud your dedication and commitment. あなたの献身と責任感に拍手を送ります。
□ cheer 〜を元気づける；歓声
□ Let’s go cheer him on in the race. レースに出る彼を元気づけてあげましょう。
□ compliment 賞賛；〜をほめる
□ Thank you for that compliment. ほめてくださってありがとう。
□ unbelievable 信じられない，驚くべき
□ That was an unbelievable performance! 信じがたいほどすばらしい演技でした！
□ comfort 慰め； 〜を慰める，元気づける
□ Your presence is a great comfort to me. あなたがいてくれるのは，私にとって大きな安らぎ
です。

□ adore

〜を敬愛する，大好きである

□ I adore their chocolate mousse! あの店のチョコレートムースは最高です。
□ avid 熱心な，熱烈な
□ I am an avid gardener.

私はガーデニングが大好きです。

□ be attached to ... 〜に愛情を持っている
□ The kids are very attached to their mother.

子どもたちは母親にとてもなついている。

□ be attracted to ... 〜に魅力を感じる，〜に引き寄せられる
□ They were strongly attracted to each other.

彼らはお互いに強く惹かれ合っていた。

□ be crazy about ... 〜に夢中になっている，〜に熱中している
□ I’m not crazy about spicy food. 香辛料のきいた食べ物はあまり好きではありません。
□ be enthusiastic about ... 〜に熱心な，〜に熱狂的な
□ I’m always enthusiastic about a new gym at the beginning. 新しいジムができると，い
つも最初は夢中になります。

□ grow fond of ...

〜が好きになる，〜を好むようになる

□ Over the years, I’ve grown fond of country music.

ここ数年，カントリーミュージックが
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ mistake 誤り，間違い

□ credit

□ I must take responsibility for my mistakes. 私が犯した過ちの責任は私が取らなくてはなり
ません。

□ Good job, everyone. I can’t thank you enough. 皆さん，すばらしい仕事ぶりでした。いく

□ Forgive the oversight. It won’t happen again.

見落としを許してください。二度と繰り返し

ません。

被った損害の埋め合わせをします。

□ ignorance 無知，知らないこと

□ Good for you! 上出来だ。おめでとう。
□ You got the job? Good for you! 仕事が見つかったのですか。おめでとう！

□ It was a mistake made in ignorance.

それは無知から生じた誤りだった。

□ justify 〜を正当化する，〜の根拠となる
あなたはいつも自分の間違いを

正当化しますね。謝ってくれればよいのです。

〜だったらと思う／〜でなかったらと思う

□ I wish I hadn’t told him what I really thought. 彼に本音を伝えるべきではありませんでした。

ほめる・祝う・励ます

上出来だ。よくやりましたね。

□ Not bad. 結構いける。かなりよい。
□ You came in third? Not bad!

3 位に入ったのですか。よかったですね！

□ God bless you. 幸運を祈ります。お大事に。
□ God bless you for your help. 手伝ってくれて心から感謝します。

UNIT 5............好む

□ praise 賞賛，ほめ言葉；〜をほめる
□ You deserve praise for all your efforts.

□ Well done.

□ This is excellent work. Well done. これは見事な出来映えですね。上出来です。

□ You always justify your mistakes. An apology would do.
□ wish ... had/hadn’t ＋過去分詞

〜にふさわしい，値する

□ Your team deserves to win. あなたたちのチームが勝って当然です。

□ I’ll make reparation for damages incurred.

あなたの努力は称賛に値します。

□ admiration 感嘆，賛美
□ I am writing to express my admiration for your leadership. あなたの指導力に敬意を表す
ために，この手紙を書いています。

□ applaud 〜に拍手する，〜を賞賛する
□ We applaud your dedication and commitment. あなたの献身と責任感に拍手を送ります。
□ cheer 〜を元気づける；歓声
□ Let’s go cheer him on in the race. レースに出る彼を元気づけてあげましょう。
□ compliment 賞賛；〜をほめる
□ Thank you for that compliment. ほめてくださってありがとう。
□ unbelievable 信じられない，驚くべき
□ That was an unbelievable performance! 信じがたいほどすばらしい演技でした！
□ comfort 慰め； 〜を慰める，元気づける
□ Your presence is a great comfort to me. あなたがいてくれるのは，私にとって大きな安らぎ
です。

ら感謝しても足りません。

□ deserve

□ damage 損害，損傷；〜を傷つける

UNIT 4

□ I don’t deserve the credit for this; she does. これは私ではなく，彼女の功績です。
□ good job よい仕事，よい出来

□ oversight 誤り，見落とし

............

功績，信用

□ adore

〜を敬愛する，大好きである

□ I adore their chocolate mousse! あの店のチョコレートムースは最高です。
□ avid 熱心な，熱烈な
□ I am an avid gardener.

私はガーデニングが大好きです。

□ be attached to ... 〜に愛情を持っている
□ The kids are very attached to their mother.

子どもたちは母親にとてもなついている。

□ be attracted to ... 〜に魅力を感じる，〜に引き寄せられる
□ They were strongly attracted to each other.

彼らはお互いに強く惹かれ合っていた。

□ be crazy about ... 〜に夢中になっている，〜に熱中している
□ I’m not crazy about spicy food. 香辛料のきいた食べ物はあまり好きではありません。
□ be enthusiastic about ... 〜に熱心な，〜に熱狂的な
□ I’m always enthusiastic about a new gym at the beginning. 新しいジムができると，い
つも最初は夢中になります。

□ grow fond of ...

〜が好きになる，〜を好むようになる

□ Over the years, I’ve grown fond of country music.

ここ数年，カントリーミュージックが
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ chemistry 相性，化学（的性質）

好きになってきました。

□ be happy with ... 〜に満足している，〜を喜んでいる
□ I’d be happy with a raise. 昇給があればうれしいです。
□ be into ... 〜を好む，〜に夢中になっている，〜に没頭している
□ She’s into yoga and natural foods. 彼女はヨガと自然食に夢中です。
□ seem keen on ... 〜に夢中になっているようだ，〜したがっているようだ
□ You seem especially keen on sailing. あなたは特にヨットが好きなようですね。
□ be pleased with ... 〜を気に入っている，〜に満足している
□ I am very pleased with my students’ efforts. 学生たちの努力にとても満足しています。
□ be satisﬁed with ... 〜に満足している
□ I’m satisﬁed with his feedback. 彼の意見に満足しています。
□ care for ...

〜を大事に思う，〜の世話をする，〜を好む

□ I don’t care for rich sauces.
□ care to do

濃厚なソースは好みません。

私たちと一緒に行きませんか。

□ pleasing 楽しい，満足のいく
□ That design is certainly pleasing to the eye.

あのデザインは確かに目を楽しませてくれます

□ taste 味，好み；味がする
□ I’ve lost my taste for parties. パーティーが好きだったのは昔の話です。
□ trend

傾向，流行

□ Statistics indicate there is a trend towards early retirement.

統計によると，早期に退職

する傾向がある。

□ What do you like about ...? 〜のどういうところが好きですか。
□ What do you like about working there? そこでの仕事のどんな点が気に入っているのですか。
□ rather 〜 than ... …よりもむしろ〜
□ I’d rather we took the scenic route than the freeway.

高速道路より，むしろ観光ルートを

通りたいですね。

□ Couldn’t/Could be better.

とても好調です。最高です。／あまりよくありません。改

□ How’s the new job?––Could be better.

□ My hometown is a popular vacation resort.

私の故郷は，休暇を過ごすリゾート地として人

気があります。

彼の提案はまるでばかげています。

□ bother 〜を悩ます，〜に迷惑をかける；面倒
□ The construction noise outside is really bothering me.

外の工事の騒音にはほとほと困っ

ています。

□ satisfactory 満足な，納得のいく
□ We hope this plan is satisfactory to you. この案にご満足いただけるとよいのですが。

□ unwelcome 歓迎されない，ありがたくない
□ I felt like an unwelcome guest at the party.

〜に抵抗する，耐える

□ I can’t resist a second piece of pie.

ばかげた，こっけいな

□ I ﬁnd his proposal utterly absurd.

□ popular 人気のある，評判のよい

新しい仕事はいかがですか。──今ひとつですね。

UNIT 6............きらう
□ absurd

ね。

□ resist

私たちは相性がよくて，

とても気が合う。

善の余地があります。

〜したいと思う

□ Would you care to go with us?

□ We get along so well because of the chemistry between us.

パイはお代わりせずにいられません。

□ fan ファン，気に入っている人
□ Are you a fan of the new curriculum? 新しいカリキュラムは気に入っていますか。
□ fabulous 驚くべき，すばらしい
□ I had a fabulous time. Let’s go out again soon. すごく楽しいひとときでした。また近いう
ちにご一緒しましょう。

□ delight 大喜びする；歓喜
□ Our daughter delights in giving gifts. 私たちの娘は好んで贈り物をする。

パーティーでは招かれざる客のような気分でし

た。

□ complain 不平を言う，文句を言う
□ It was my idea, so I can’t complain. 私の考えたことだったので，文句は言えません。
□ complaint 不満，苦情
□ All I hear are complaints all day long. 一日中，苦情ばかり聞いています。
□ hostile 敵意のある，反感を持った
□ I’m afraid the audience is going to get hostile if we delay much longer.

私たちがこ

れ以上遅れれば，観衆は怒るだろう。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ chemistry 相性，化学（的性質）

好きになってきました。

□ be happy with ... 〜に満足している，〜を喜んでいる
□ I’d be happy with a raise. 昇給があればうれしいです。
□ be into ... 〜を好む，〜に夢中になっている，〜に没頭している
□ She’s into yoga and natural foods. 彼女はヨガと自然食に夢中です。
□ seem keen on ... 〜に夢中になっているようだ，〜したがっているようだ
□ You seem especially keen on sailing. あなたは特にヨットが好きなようですね。
□ be pleased with ... 〜を気に入っている，〜に満足している
□ I am very pleased with my students’ efforts. 学生たちの努力にとても満足しています。
□ be satisﬁed with ... 〜に満足している
□ I’m satisﬁed with his feedback. 彼の意見に満足しています。
□ care for ...

〜を大事に思う，〜の世話をする，〜を好む

□ I don’t care for rich sauces.
□ care to do

濃厚なソースは好みません。

私たちと一緒に行きませんか。

□ pleasing 楽しい，満足のいく
□ That design is certainly pleasing to the eye.

あのデザインは確かに目を楽しませてくれます

□ taste 味，好み；味がする
□ I’ve lost my taste for parties. パーティーが好きだったのは昔の話です。
□ trend

傾向，流行

□ Statistics indicate there is a trend towards early retirement.

統計によると，早期に退職

する傾向がある。

□ What do you like about ...? 〜のどういうところが好きですか。
□ What do you like about working there? そこでの仕事のどんな点が気に入っているのですか。
□ rather 〜 than ... …よりもむしろ〜
□ I’d rather we took the scenic route than the freeway.

高速道路より，むしろ観光ルートを

通りたいですね。

□ Couldn’t/Could be better.

とても好調です。最高です。／あまりよくありません。改

□ How’s the new job?––Could be better.

□ My hometown is a popular vacation resort.

私の故郷は，休暇を過ごすリゾート地として人

気があります。

彼の提案はまるでばかげています。

□ bother 〜を悩ます，〜に迷惑をかける；面倒
□ The construction noise outside is really bothering me.

外の工事の騒音にはほとほと困っ

ています。

□ satisfactory 満足な，納得のいく
□ We hope this plan is satisfactory to you. この案にご満足いただけるとよいのですが。

□ unwelcome 歓迎されない，ありがたくない
□ I felt like an unwelcome guest at the party.

〜に抵抗する，耐える

□ I can’t resist a second piece of pie.

ばかげた，こっけいな

□ I ﬁnd his proposal utterly absurd.

□ popular 人気のある，評判のよい

新しい仕事はいかがですか。──今ひとつですね。

UNIT 6............きらう
□ absurd

ね。

□ resist

私たちは相性がよくて，

とても気が合う。

善の余地があります。

〜したいと思う

□ Would you care to go with us?

□ We get along so well because of the chemistry between us.

パイはお代わりせずにいられません。

□ fan ファン，気に入っている人
□ Are you a fan of the new curriculum? 新しいカリキュラムは気に入っていますか。
□ fabulous 驚くべき，すばらしい
□ I had a fabulous time. Let’s go out again soon. すごく楽しいひとときでした。また近いう
ちにご一緒しましょう。

□ delight 大喜びする；歓喜
□ Our daughter delights in giving gifts. 私たちの娘は好んで贈り物をする。

パーティーでは招かれざる客のような気分でし

た。

□ complain 不平を言う，文句を言う
□ It was my idea, so I can’t complain. 私の考えたことだったので，文句は言えません。
□ complaint 不満，苦情
□ All I hear are complaints all day long. 一日中，苦情ばかり聞いています。
□ hostile 敵意のある，反感を持った
□ I’m afraid the audience is going to get hostile if we delay much longer.

私たちがこ

れ以上遅れれば，観衆は怒るだろう。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ reluctantly

いやいやながら，不本意ながら

ね！

□ I reluctantly agreed to speak at the conference. 不本意ながら，会議で話をすることに同
意しました。

□ That was an amazing story.

UNIT 7............興味

□ After the kids go off to school, it’s wonderfully peaceful around here.

□ I wish I had more time to pursue my hobbies.

趣味を続ける時間がもっとあればよいので

□ The noise from the other room aroused her curiosity.

別の部屋からの音に，彼女は好奇

それは興味深い理論ですね。

□ feel at home くつろいだ気分になる，居心地がよい
ホストファミリーは私をとてもくつろいだ気持

ちにしてくれました。
遺伝学はとても興味深い学問分野です。

□ active 活動的な，積極的な，能動的な
□ Daily exercise is the key to a long and active life.

長く活動的な人生を送るためには毎日の

運動が大切です。

□ touch 〜を感動させる
□ I was so touched by the ending of the movie. その映画の結末にはとても感動しました。
□ conﬁdent 確信して，自信に満ちた
□ I feel conﬁdent I will do well on the exam. 試験でよい成績を取る自信があります。

□ passive 消極的な，活気のない，受動的な
□ Active learning is better than passive learning. 能動的な学習のほうが受動的な学習よりも
すぐれています。

□ proud

誇りに思う

□ I am so proud to be part of this organization. この組織の一員であることに大きな誇りを持
っています。

□ business 事業，関心事
□ It’s not any of your business. あなたには関係のないことです。
□ matter 問題，心配；重要である

□ sentiment 心情，意見
□ Popular sentiment supports the underdog. 弱者を支持するのが一般大衆の心情です。
□ emotional 感情の，感情的な，感動的な

□ What’s the matter? どうしたのですか。

□ He got very emotional when he accepted his award.

□ concern 〜を心配させる；関心事，懸念
□ I’m concerned about our numbers for this quarter. 今四半期の数字が心配です。
□ dull 退屈な，鈍い

UNIT 8

月曜日にしてはよい気分です。

□ My host family made me feel right at home.

□ fascinate 〜を魅了する，虜にする

□ The lecture wasn’t the least bit dull.

□ feel good 気分がよい，快感を覚える
□ I feel pretty good for a Monday.

興味深い，おもしろい

□ Genetics is a fascinating area of study.

私

が当時のチャンピオンを倒したとき，テニス界に衝撃が走りました。

心をそそられた。

............

□ sensation 感覚，感じ
□ When I beat the reigning champion, it caused a sensation in the tennis world.

好奇心，詮索好き

□ That’s an interesting theory.

子どもたちが登

校した後は，このあたりはとても静かになる。

すが。

□ interesting

すばらしい話でした。

□ peaceful 平和な，穏やかな

□ hobby 趣味，道楽

□ curiosity

□ amazing すばらしい，驚くような

講演は少しも退屈ではありませんでした。

感情-1

□ calm 静まる；穏やかな，冷静な
□ Calm down. Take it easy.

落ち着いて。気を楽にしてください。

□ quiet 静かな，穏やかな，控えめな；安静
□ I just need a bit of peace and quiet and I’ll feel better. 少し静かに休めば，気分はよくな

□ How about that! これはすごい。これは驚いた。すばらしい。
□ He won the lottery.––How about that!

受賞したとき，彼は感情がとても

高まった。

ります。

彼が宝くじに当たったのです。──たいしたものです
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ reluctantly

いやいやながら，不本意ながら

ね！

□ I reluctantly agreed to speak at the conference. 不本意ながら，会議で話をすることに同
意しました。

□ That was an amazing story.

UNIT 7............興味

□ After the kids go off to school, it’s wonderfully peaceful around here.

□ I wish I had more time to pursue my hobbies.

趣味を続ける時間がもっとあればよいので

□ The noise from the other room aroused her curiosity.

別の部屋からの音に，彼女は好奇

それは興味深い理論ですね。

□ feel at home くつろいだ気分になる，居心地がよい
ホストファミリーは私をとてもくつろいだ気持

ちにしてくれました。
遺伝学はとても興味深い学問分野です。

□ active 活動的な，積極的な，能動的な
□ Daily exercise is the key to a long and active life.

長く活動的な人生を送るためには毎日の

運動が大切です。

□ touch 〜を感動させる
□ I was so touched by the ending of the movie. その映画の結末にはとても感動しました。
□ conﬁdent 確信して，自信に満ちた
□ I feel conﬁdent I will do well on the exam. 試験でよい成績を取る自信があります。

□ passive 消極的な，活気のない，受動的な
□ Active learning is better than passive learning. 能動的な学習のほうが受動的な学習よりも
すぐれています。

□ proud

誇りに思う

□ I am so proud to be part of this organization. この組織の一員であることに大きな誇りを持
っています。

□ business 事業，関心事
□ It’s not any of your business. あなたには関係のないことです。
□ matter 問題，心配；重要である

□ sentiment 心情，意見
□ Popular sentiment supports the underdog. 弱者を支持するのが一般大衆の心情です。
□ emotional 感情の，感情的な，感動的な

□ What’s the matter? どうしたのですか。

□ He got very emotional when he accepted his award.

□ concern 〜を心配させる；関心事，懸念
□ I’m concerned about our numbers for this quarter. 今四半期の数字が心配です。
□ dull 退屈な，鈍い

UNIT 8

月曜日にしてはよい気分です。

□ My host family made me feel right at home.

□ fascinate 〜を魅了する，虜にする

□ The lecture wasn’t the least bit dull.

□ feel good 気分がよい，快感を覚える
□ I feel pretty good for a Monday.

興味深い，おもしろい

□ Genetics is a fascinating area of study.

私

が当時のチャンピオンを倒したとき，テニス界に衝撃が走りました。

心をそそられた。

............

□ sensation 感覚，感じ
□ When I beat the reigning champion, it caused a sensation in the tennis world.

好奇心，詮索好き

□ That’s an interesting theory.

子どもたちが登

校した後は，このあたりはとても静かになる。

すが。

□ interesting

すばらしい話でした。

□ peaceful 平和な，穏やかな

□ hobby 趣味，道楽

□ curiosity

□ amazing すばらしい，驚くような

講演は少しも退屈ではありませんでした。

感情-1

□ calm 静まる；穏やかな，冷静な
□ Calm down. Take it easy.

落ち着いて。気を楽にしてください。

□ quiet 静かな，穏やかな，控えめな；安静
□ I just need a bit of peace and quiet and I’ll feel better. 少し静かに休めば，気分はよくな

□ How about that! これはすごい。これは驚いた。すばらしい。
□ He won the lottery.––How about that!

受賞したとき，彼は感情がとても

高まった。

ります。

彼が宝くじに当たったのです。──たいしたものです
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Ⅴ.........補充語彙・例文

UNIT 10............思考-1

UNIT 9............感情-2
□ frighten 〜をひどく驚かせる，こわがらせる

□ listen 聴く，耳を傾ける

□ Sorry, I didn’t mean to frighten you. ごめんなさい，こわがらせるつもりではありませんでした。
□ offend

〜の感情を害する

□ I’m so sorry, I didn’t mean to offend you.

□ hear 〜と聞く，耳にする
申し訳ありません，怒らせるつもりはありません

でした。

□ I’ll watch the kids for you. 子どもたちの面倒は見てあげます。

□ She was furious with us when she found out we had tricked her.

私たちにだまされた

と知って，彼女は激怒した。

□ I was extremely frustrated when I found out I had been waiting in the wrong line.
間違った列に並んでいたとわかって，とてもいらいらしました。

□ learn 〜を学ぶ，知る
□ I wish to learn how to drive. 運転の仕方を覚えたいと思っています。
□ ﬁnd 〜を見つける，〜に気付く

□ grief 深い悲しみ，悲嘆
□ I felt as much grief over the loss of my dog as for any person that I have lost.

飼い

□ I often ﬁnd this route is fastest. この道が一番早いことが多いのです。
□ grasp 〜を理解する

犬の死は，人が他界したのと同じくらい悲しいものでした。

□ You were quick to grasp the basics of the language.

悲しみ，悲哀

□ To my great sorrow, my children and I are estranged.

本当につらいことですが，子ども

その言語の基礎をすぐに理解しまし

たね。

□ seem 〜のように見える，〜と思われる

たちと私は疎遠になっています。

□ It doesn’t seem to be a problem.

□ worry 心配する，悩ます
□ I take it one day at a time and try not to worry about the future. 私は一日一日を着実
に過ごして，先のことは心配しないようにしています。

その件は何の問題もなさそうです。

□ obvious 明らかな，言うまでもない
□ I’d like to return this for obvious reasons. 言うまでもない理由で，これはお返しします。

□ pressure （精神的な）重圧，苦悩

□ forget 〜を忘れる

□ I feel a lot of pressure to ﬁnish the job before I’m ready.

それなりの準備ができていない

うちにその仕事を終わらせるのは大きなプレッシャーです。

疲れた，うんざりした

□ I am too tired after work to go to the gym. 仕事の後は疲れ切っていて，ジムに行けません。
□ feel bad 気分が悪い，不愉快に思う
□ I felt bad when I heard he was laid off again.

□ know 〜を知る，わかる
□ I know what I’m talking about. 自分が何を言っているのかわかっています。

□ frustrate 〜をいらいらさせる，挫折させる

□ tired

□ I hear you have a position open. そちらに職の空きがあるとうかがったのですが。
□ watch （動きのあるものを）じっと見る，見守る

□ furious 激怒した，逆上した

□ sorrow

□ Listen! Did you hear that? よく聴いて！ 何か聞こえなかった？

□ Let’s forget the whole thing. すべて水に流しましょう。
□ get the picture

状況を把握する，全体像をつかむ，話を理解する

□ After his explanation, I felt I ﬁnally got the picture. 彼の説明を聞いて，やっと全体像がわ
かったような気がしました。

□ have ... in mind 〜を念頭に置いている，考えている
彼がまた解雇されたと聞いて，気の毒に思い

ました。

□ How could/can you ...? なぜ〜できるのか
□ How could you say such a thing? よくそんなことが言えますね。

□ What do you have in mind? 何を考えているのですか。
□ What do you think of ...? 〜をどう思いますか。〜はどうですか。
□ What do you think of this color on me? この色は私に似合うと思いますか。
□ How come ...? なぜ〜，どうして〜
□ How come you came by bicycle today? なぜ今日は自転車で来たのですか。
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Ⅴ.........補充語彙・例文

UNIT 10............思考-1

UNIT 9............感情-2
□ frighten 〜をひどく驚かせる，こわがらせる

□ listen 聴く，耳を傾ける

□ Sorry, I didn’t mean to frighten you. ごめんなさい，こわがらせるつもりではありませんでした。
□ offend

〜の感情を害する

□ I’m so sorry, I didn’t mean to offend you.

□ hear 〜と聞く，耳にする
申し訳ありません，怒らせるつもりはありません

でした。

□ I’ll watch the kids for you. 子どもたちの面倒は見てあげます。

□ She was furious with us when she found out we had tricked her.

私たちにだまされた

と知って，彼女は激怒した。

□ I was extremely frustrated when I found out I had been waiting in the wrong line.
間違った列に並んでいたとわかって，とてもいらいらしました。

□ learn 〜を学ぶ，知る
□ I wish to learn how to drive. 運転の仕方を覚えたいと思っています。
□ ﬁnd 〜を見つける，〜に気付く

□ grief 深い悲しみ，悲嘆
□ I felt as much grief over the loss of my dog as for any person that I have lost.

飼い

□ I often ﬁnd this route is fastest. この道が一番早いことが多いのです。
□ grasp 〜を理解する

犬の死は，人が他界したのと同じくらい悲しいものでした。

□ You were quick to grasp the basics of the language.

悲しみ，悲哀

□ To my great sorrow, my children and I are estranged.

本当につらいことですが，子ども

その言語の基礎をすぐに理解しまし

たね。

□ seem 〜のように見える，〜と思われる

たちと私は疎遠になっています。

□ It doesn’t seem to be a problem.

□ worry 心配する，悩ます
□ I take it one day at a time and try not to worry about the future. 私は一日一日を着実
に過ごして，先のことは心配しないようにしています。

その件は何の問題もなさそうです。

□ obvious 明らかな，言うまでもない
□ I’d like to return this for obvious reasons. 言うまでもない理由で，これはお返しします。

□ pressure （精神的な）重圧，苦悩

□ forget 〜を忘れる

□ I feel a lot of pressure to ﬁnish the job before I’m ready.

それなりの準備ができていない

うちにその仕事を終わらせるのは大きなプレッシャーです。

疲れた，うんざりした

□ I am too tired after work to go to the gym. 仕事の後は疲れ切っていて，ジムに行けません。
□ feel bad 気分が悪い，不愉快に思う
□ I felt bad when I heard he was laid off again.

□ know 〜を知る，わかる
□ I know what I’m talking about. 自分が何を言っているのかわかっています。

□ frustrate 〜をいらいらさせる，挫折させる

□ tired

□ I hear you have a position open. そちらに職の空きがあるとうかがったのですが。
□ watch （動きのあるものを）じっと見る，見守る

□ furious 激怒した，逆上した

□ sorrow

□ Listen! Did you hear that? よく聴いて！ 何か聞こえなかった？

□ Let’s forget the whole thing. すべて水に流しましょう。
□ get the picture

状況を把握する，全体像をつかむ，話を理解する

□ After his explanation, I felt I ﬁnally got the picture. 彼の説明を聞いて，やっと全体像がわ
かったような気がしました。

□ have ... in mind 〜を念頭に置いている，考えている
彼がまた解雇されたと聞いて，気の毒に思い

ました。

□ How could/can you ...? なぜ〜できるのか
□ How could you say such a thing? よくそんなことが言えますね。

□ What do you have in mind? 何を考えているのですか。
□ What do you think of ...? 〜をどう思いますか。〜はどうですか。
□ What do you think of this color on me? この色は私に似合うと思いますか。
□ How come ...? なぜ〜，どうして〜
□ How come you came by bicycle today? なぜ今日は自転車で来たのですか。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ respect

UNIT 11............思考-2

□ I respect your opinion. ご意見を尊重します。

□ attitude 態度，考え
□ The safety of air travel is responsible for a big change in people’s attitude towards

ﬂying.

航空機利用についての人々の意識が大きく変わる原因として，空の旅の安全性があります。

□ serious 本気の，重大な
□ Don’t worry. It’s nothing serious.

心配しないで。たいしたことではありません。

□ worth 〜の価値がある，〜に相当する

□ understanding 理解
□ Your understanding was really supportive.

あなたのご理解には本当に助けられました。

□ It’s not worth the money you paid for it. あなたが払った金額だけの価値はありません。
□ valuable 貴重な，有益な

□ sense 感覚，意味；感じ取る
□ I’m afraid I lack a good sense of direction. 残念ながら，私にはまともな方向感覚がないよ

□ I won’t take up anymore of your valuable time.

これ以上貴重なお時間はいただきません。

□ strange 奇妙な，未知の

うです。

□ It’s strange that he hasn’t called in yet. 彼からまだ連絡がないのはおかしい。

□ standpoint 観点，見地，立場
□ Let’s look at this from the standpoint of the environment.

環境面からこの件を検討して

みましょう。

と，その人造湖は完全に失敗です。

□ I’m optimistic that I will ﬁnd a job by the end of the month.

今月末までには仕事が見つ

かると楽観しています。

□ point of view 考え方，視点

□ care

□ She didn’t seem very interested in my point of view.

彼女は私の意見にあまり興味を持っ

ていないようでした。

〜を気遣う，関心がある；介護

□ I don’t care if it’s expensive. I want to buy it.

高くてもかまいません。とにかく買いたいの

です。

□ character 性格，個性（的な人）

□ convince 〜を納得させる，説得する

□ My husband thinks that modern homes have little character.

近代的な住居にはほとん

ど個性がない，と夫は考えています。

□ I couldn’t convince her to come with us. 一緒に来るよう彼女を説得できませんでした。
□ critical 批判的な，重大な

□ hope 望む，希望する；希望
□ We hope and pray for a speedy recovery.

□ I was surprised how openly critical he was of her.
一日も早いご回復を祈願しています。

□ hopeful 希望に満ちた，望みを抱いている，有望な
□ I am hopeful that the rain will stop soon. 雨がすぐにやむことを期待しています。

彼があまりにも公然と彼女を批判する

ので，驚きました。

□ favorable 好意的な，賛成の，有利な
□ You made a very favorable impression on my family.

あなたは私の家族にとてもよい印象

を残しました。

印象，
（〜という）感じ

□ I got the impression that he was deliberately not returning my calls. 彼はわざと私に
電話をかけ直してくれない気がしました。

□ ﬂexible しなやかな，融通の利く
□ Thank you for being so ﬂexible about deadlines.

締切に融通を利かせていただいてありが

とうございます。

□ mind 〜を気にする，いやがる；心
□ Never mind, we’ll be all right. 気にしないで，私たちは大丈夫です。
信頼できる，頼りになる

□ It’s hard to ﬁnd a reliable babysitter.

信じてください，あなたの顔をつぶしたりはしません。

□ optimistic 楽観的な，自信のある

□ From an ecological viewpoint, the manmade lake is a disaster. 生態学の観点から見る

□ impression

□ foolish 愚かな，分別のない
□ Trust me, I won’t let you look foolish.

□ viewpoint 観点，立場

□ reliable

〜を尊敬する，尊重する；尊敬

信頼できるベビーシッターを見つけるのは難しい。

UNIT 12............思考-3
□ mean 〜を意味する，重要性を持つ，本気である
□ I don’t understand. What do you mean? おっしゃることがわかりません。どういう意味で
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ respect

UNIT 11............思考-2

□ I respect your opinion. ご意見を尊重します。

□ attitude 態度，考え
□ The safety of air travel is responsible for a big change in people’s attitude towards

ﬂying.

航空機利用についての人々の意識が大きく変わる原因として，空の旅の安全性があります。

□ serious 本気の，重大な
□ Don’t worry. It’s nothing serious.

心配しないで。たいしたことではありません。

□ worth 〜の価値がある，〜に相当する

□ understanding 理解
□ Your understanding was really supportive.

あなたのご理解には本当に助けられました。

□ It’s not worth the money you paid for it. あなたが払った金額だけの価値はありません。
□ valuable 貴重な，有益な

□ sense 感覚，意味；感じ取る
□ I’m afraid I lack a good sense of direction. 残念ながら，私にはまともな方向感覚がないよ

□ I won’t take up anymore of your valuable time.

これ以上貴重なお時間はいただきません。

□ strange 奇妙な，未知の

うです。

□ It’s strange that he hasn’t called in yet. 彼からまだ連絡がないのはおかしい。

□ standpoint 観点，見地，立場
□ Let’s look at this from the standpoint of the environment.

環境面からこの件を検討して

みましょう。

と，その人造湖は完全に失敗です。

□ I’m optimistic that I will ﬁnd a job by the end of the month.

今月末までには仕事が見つ

かると楽観しています。

□ point of view 考え方，視点

□ care

□ She didn’t seem very interested in my point of view.

彼女は私の意見にあまり興味を持っ

ていないようでした。

〜を気遣う，関心がある；介護

□ I don’t care if it’s expensive. I want to buy it.

高くてもかまいません。とにかく買いたいの

です。

□ character 性格，個性（的な人）

□ convince 〜を納得させる，説得する

□ My husband thinks that modern homes have little character.

近代的な住居にはほとん

ど個性がない，と夫は考えています。

□ I couldn’t convince her to come with us. 一緒に来るよう彼女を説得できませんでした。
□ critical 批判的な，重大な

□ hope 望む，希望する；希望
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印象，
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信頼できる，頼りになる
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□ optimistic 楽観的な，自信のある
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□ impression
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□ reliable

〜を尊敬する，尊重する；尊敬

信頼できるベビーシッターを見つけるのは難しい。

UNIT 12............思考-3
□ mean 〜を意味する，重要性を持つ，本気である
□ I don’t understand. What do you mean? おっしゃることがわかりません。どういう意味で
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ statement 声明，陳述

すか。

□ I will make a formal statement announcing my retirement next week.

□ mention 〜に言及する，〜を述べる
□ Please don’t mention this to anyone else. この件はほかのだれにも話さないでください。

□ reaction

□ explain 〜を説明する，釈明する
□ Could you explain this schedule to me? このスケジュールを説明していただけますか。
□ express

〜を表現する，述べる

□ You will have a chance to express your opinion after the presentation.

プレゼンテー

ション後に自分の意見を述べる機会があります。

□ I had to describe my work history in detail. 職歴を詳しく述べなければならなかった。

□ I have gotten a mixed reaction from various friends.

さまざまな友人から複雑な反応を得

ています。

□ response

応答，反響

□ I had a negative response to the ﬁlm. その映画に私は拒否反応を持ちました。

□ I don’t need the details, just the facts. 詳細は不要です，事実だけを教えてください。
□ concrete

返事をする，答える；返事

□ I’m afraid we need you to reply as soon as possible.

申し訳ありませんが，できるだけ早

具体的な，明確な

□ Do you have a concrete proposal prepared?

具体的な提案の用意はあるのですか。

□ abstract 抽象的な，深遠な

くお返事をください。

□ Studies have shown that some animals are capable of abstract thought.

□ imply 〜をほのめかす
□ Are you implying I don’t know my job? 私が自分の仕事を理解していないとおっしゃるので
すか。

研究によ

り，動物の中には抽象的な思考能力を持つものがあることがわかっている。

UNIT 13............思考-4

□ indicate 〜を示す，ほのめかす
□ These ﬁgures indicate we are well within our budget for the year.

今年は予算内に収ま

ることはこれらの数字が示しています。

□ identify 〜を確認する，同一視する
□ These marketing tests will help us to better identify our customer.

これらの市場テス

トで，当社の顧客をもっとよく把握できるようになるでしょう。

□ persuade 〜を説得する，説き伏せる
□ Don’t bother trying to persuade me to change my mind. 私を説得して考えを変えさせ
ようなどと思わないでください。

□ organize 〜を組織する，系統立てる
□ I hate to criticize, but it wasn’t well organized.

批判したくはありませんが，あまりうまく

まとまっていませんでしたね。

□ insist 強く主張する，断言する
□ He insists on speaking with you directly. 彼はあくまであなたと直接話したいと言っていま
す。

□ honest 正直な，率直な
□ To be honest with you, I don’t like the new color in the living room. 正直申し上げて，
居間の新しい色が気に入りません。

□ assume 〜と仮定する，
（責任を）負う
□ Some men assume that women will clean up the kitchen.

台所は女性が掃除するものだ

と思い込んでいる男性もいる。

□ protest

反応，反発

□ detail 細部，詳細；詳述する

□ describe 〜を描写する，評する

□ reply

来週，公式声

明を出して私の退任を発表します。

□ The cold weather has made it necessary for us to walk indoors at a gym.

外があま

りにも寒いので，私たちはジムの中を歩かなければなりませんでした。

抗議［行動］
；主張する，抗議する

□ We joined the protest in front of the city hall.

□ necessary 必要な，必然の

私たちは市庁舎前での抗議に参加した。

□ vote 投票する，投票で決める；投票
□ Which candidate are you planning to vote for? どの候補者に投票するつもりですか。

□ natural 自然の，当然の
□ It’s natural to cry when you are upset.

取り乱したときに泣くのは自然なことです。

□ normal 標準の，正常な
□ School has begun again and life at home is back to normal.

学校がまた始まり，家は
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□ indicate 〜を示す，ほのめかす
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□ Which candidate are you planning to vote for? どの候補者に投票するつもりですか。
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□ It’s natural to cry when you are upset.
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□ School has begun again and life at home is back to normal.
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Ⅴ.........補充語彙・例文
普段の生活に戻った。

程と合わなかった。

□ merit 長所，利点，利益

□ contract 規約，契約（書）

□ What are the merits of changing wholesalers? 卸売り業者を変更する利点は何ですか。
□ precious

貴重な，尊い

正確に，精密に
それこそ，まさに私が言おうとしていたことです。

□ prize 〜を高く評価する，尊重する；賞品

適した，正式の，礼儀正しい

□ Let’s go with that suggestion. その提案でいきましょう。

□ I’m not in favor of animal testing. 動物実験には反対です。
□ majority 大部分，過半数

□ Please put things back in their proper place. 定められた場所に片付けてください。
□ hide 〜を隠す

□ I’ll go along with the majority. 多数意見に従います。
□ meet halfway 譲歩する

□ I couldn’t hide my delight at the news. 知らせを聞いて，喜びを隠せなかった。

□ I’ll make peace with my roommate, but he’ll have to meet me halfway.

ルームメイ

トと仲直りしますが，彼のほうも歩み寄ってくれなくては。

□ false 誤った，虚偽の

□ minority 少数（派）

□ The test had true or false questions. 試験には正誤問題が出た。

□ I’m usually in the minority. 私はだいたいにおいて少数派です。

□ guilty 有罪の，罪の意識がある
□ I feel guilty about eating two servings of chocolate cake.

チョコレートケーキを 2 切れ

□ disapprove

承認しない，好ましくないと思う

□ I strongly disapprove of his behavior.

食べてしまったので，いけないことをした気分です。

彼の態度は，まったく気に入りません。

□ objection 反対，異議

UNIT 14............話し合う

□ If no one has any objections, I’d like to turn off the heat. 反対がなければ，暖房は止めた

同意，合意

□ We reached a unanimous agreement.

同意します。交渉成立です。

□ in favor of ... 〜に賛成して，〜を支持して，〜の利益になるように

□ This tea is prized for its healing properties. このお茶はその癒し効果が高く評価されている。

□ agreement

□ I agree. We have a deal.

□ go with ... 〜に同意する，〜の方向で行く

□ That is precisely what I was trying to say.

□ proper

私たちは契約書に署名することに合意した。

□ deal 商取引，契約；扱う

□ Health is our most precious possession. 健康こそ最も貴重な財産です。
□ precisely

□ We agreed to sign a contract.

いのです。
私たちは全員一致で合意した。

□ If you oppose me, the partnership is over. 私に反対するのなら，協力関係は終わりです。

□ back 〜を支持する
□ I fully back your plan—one hundred percent.

□ oppose 〜に反対する，対抗する

あなたの計画を完全に，100 パーセント支持

します。

□ partially agree

部分的に賛成する

□ I see what you are saying, but I only partially agree. おっしゃりたいことはわかりますが，

□ bargain 交渉して決める；交渉
□ I had to bargain for a good price. よい値で買う［売る］ために交渉しなくてはなりませんで
した。

部分的にしか賛成できません。

□ settle 〜を解決する
□ I’m tired of arguing. Let’s settle our differences. 議論にはうんざりです。意見の相違を解

□ cancel 〜を撤回する
□ We’ve cancelled our subscription to that magazine. その雑誌の定期購読は解約した。
□ compatible 相性がよい，互換性のある

決しましょう。

□ totally agree

全面的に賛成する，完全に同意する

□ Absolutely. I totally agree.

そのとおりです。まったく同感です。

□ My travel plans weren’t compatible with the tour’s itinerary. 私の旅行計画はツアーの日
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ unanimous 全員一致の，異議のない

花を贈ります。

□ The verdict must be unanimous. 評決は全員一致が原則です。

□ I’d rather ... 〜するほうがよい，どちらかと言えば〜
□ If I were you, I’d rather stay home than go to a party.

UNIT 15............意図する
□ intention 意図，心がまえ，趣旨
□ Our intention is just to reach the ﬁnish line.

私たちの目標は，とにかくゴールにたどり着く

ことです。

□ I need to make arrangements to have this package picked up. この荷物を引き取って
もらう手配をしなくてはなりません。

〜すべきです，〜するほうがよい

□ You should eat a balanced diet. バランスのよい食事を心がけるべきです。

□ It’s a new game. Give it a try.

新しいゲームです。やってみてください。

□ opportunity 機会，好機
□ You should take this opportunity.

□ conﬁdence 信頼，自信
□ I can say with total conﬁdence we will make it in time for our ﬂight. フライトに間に合
うと，絶対の自信を持って言えます。

ぜひ，あなたのスポンサーを務めたいのです。

□ choice 選択，代案
□ You should ﬁnd out more before making a choice.

選択する前にもっとよく調べるべきで

□ option 選択肢，オプション
□ I think you should leave your options open. 選択肢は確定してしまわないほうがいいと思い

□ make up one’s mind 決心する，決断する
□ I’m having trouble making up my mind about going or not.

ます。
行くか行かないか，まだ決

められずにいます。

□ circumstance

状況，事情

□ It’s the best you could hope for under these circumstances.

UNIT 16............助言する

この状況下で，あなたが

望みうる最高のものです。

□ convenient 便利な，都合のよい

□ advise 〜に忠告する，勧める
□ When I was young, my father strongly advised me to aim high.

私が若いころ，父は私

に目標は高く持ちなさいと熱心に説いてくれた。

□ Let’s meet whenever it’s convenient for you. あなたのご都合がよいときに会いましょう。
□ dangerous

危険な

□ Icy roads make driving dangerous.

□ advisable 望ましい，賢明な
□ It’s advisable to start a retirement plan early.

この機会を捉えるべきです。

す。

□ be willing to ... 喜んで〜する，〜をいとわない

退職金の積立は早めに始めるのがよいでしょ

う。

□ The driving instructor gave us clear instructions. 自動車教習所の教官は，私たちにわかり
やすく教えてくれた。

□ How about getting together on Friday? 金曜日に集まりましょうか。

□ How about this? I pick you up after work and we go straight to the gym. こうして
博士論文の主題について指導をしてもら

う必要があります。

はどうですか，私があなたを仕事帰りに車で拾って，そのままジムに直行するのです。

□ How would you feel about ...? 〜についてどう思いますか。〜してはどうですか。
□ How would you feel about Italian food tonight? 今夜はイタリア料理にしませんか。

私があなただったら，私だったら

□ If I were you, I’d apologize and send her ﬂowers.

UNIT 17............提案する

□ How about this? これはどうですか。

□ guidance 案内，指導
□ I need some guidance on my dissertation topic.

凍った路面での運転は危険です。

□ How about ...? 〜してはどうですか。〜はいかがですか。

□ instructions 指示，教え

□ if I were you

□ You should ...

□ give it a try 試してみる，挑戦してみる，腕試しする

□ arrangement 配置，手配

□ I’m more than willing to be your sponsor.

私があなただったら，パーティー

には行かずに家にいます。

私があなたなら，謝罪したうえで彼女に
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Ⅴ.........補充語彙・例文
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□ I’m having trouble making up my mind about going or not.

ます。
行くか行かないか，まだ決

められずにいます。

□ circumstance

状況，事情

□ It’s the best you could hope for under these circumstances.

UNIT 16............助言する

この状況下で，あなたが

望みうる最高のものです。

□ convenient 便利な，都合のよい

□ advise 〜に忠告する，勧める
□ When I was young, my father strongly advised me to aim high.

私が若いころ，父は私

に目標は高く持ちなさいと熱心に説いてくれた。
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□ arrangement 配置，手配
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には行かずに家にいます。

私があなたなら，謝罪したうえで彼女に
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ I’ve got an idea. よい考えがあります。ひらめきました。
□ I’ve got an idea. Let’s go dancing to celebrate.

□ grant 〜をかなえる，与える

よい考えがあります。ダンスに行って祝い

ましょう。

くれませんでした。

□ Let’s ... さあ〜しましょう。

□ law 法律，規則

□ Let’s try that new restaurant tonight. 今夜はあの新しいレストランに行ってみましょう。

□ What about stopping for a break at the next coffee shop? 次のコーヒーショップで休

運転中に携帯電話を使用することは

□ principle 原則，主義，本質
□ I agree with you in principle, but I have a different strategy.

憩しませんか。

□ Why don’t we ...?

□ It’s against the law to use a cell phone while driving.
法律違反です。

□ What about ...? 〜はどうですか。

〜しませんか。

□ ofﬁcial 正式な，公式の
□ You need ofﬁcial permission if you want to go on the ﬁeld trip.

□ Why not ...? 〜してはどうですか。

□ free

□ May I ...? 〜してよろしいですか。
お茶をもう少しいただけますか。──もち

ろんです。

自由な，無料の，〜のない

□ You are free to attend whichever seminar that appeals to you. おもしろそうだと思う
セミナーはどれでも出席なさってかまいません。

□ Certainly. いいですよ。わかりました。

□ Can/could I ...? 〜してもいいですか。
□ Can I use this pencil?—Go ahead. この鉛筆をお借りしてもいいですか。──どうぞ。
□ Allow me to ... 〜させてください。〜することを許してください。
□ That looks heavy. Allow me to put that in the overhead bin for you.

重そうですね。

□ Can I call you right back?—Certainly. すぐにかけ直してもいいですか。──いいですよ。
□ No problem.

大丈夫です。かまいません。

□ Can I use your phone?—No problem. 電話をお借りしてよろしいですか。──かまいません。
□ Sure.

上の荷物入れにお入れしましょう。

いいですよ。わかりました。

□ Could I have your telephone number?—Sure. あなたの電話番号を教えていただけますか。

UNIT 18............承認する

──もちろん。

□ Why not? いいですね。もちろんです。

□ permission 許可，承認
□ If you want to use the photocopy machine, you must ask permission.

コピー機を使

いたいなら，許可を得なくてはなりません。

□ authorization 許可，承諾，権限
□ This proposal requires authorization from your supervisor.

調査旅行に出たければ，

正式な許可が必要です。

□ Why not ask for some help? 手を借りたらどうですか。

□ May I ask you for some more tea?—Certainly.

原則としてあなたに賛成な

のですが，私には別の戦略があります。

□ Why don’t we start over from the beginning? 最初からやり直しませんか。

この提案にはあなたの監督者

UNIT 19............助ける
おかげでほんとうに助かりました。ありがとう。

□ help out 助ける，援助する

□ The project was given the go-ahead. プロジェクトは承認された。

□ Can you help me out with directions? 道案内をお願いできますか。

認可，承認

に着手してよいと彼に許可を与えた。

あなたのコンピュータで私

の電子メールをチェックしてよろしいですか。──もちろんですよ。

□ You’ve been really helpful. Thank you.

□ go-ahead 許可，前進

□ His boss gave him the green light to start work on his proposal.

□ Could I use your computer to check my email?—Why not?

□ helpful 役立つ，助けになる，有益な

の許可が必要です。

□ green light

□ My parents refused to grant me permission to study abroad. 両親は私の留学を許して

彼の上司が，企画書

□ be of help 助けになる，役立つ
□ Are you having car trouble? Can I be of help?

車に問題があるのですか。お手伝いしまし
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□ You need ofﬁcial permission if you want to go on the ﬁeld trip.
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お茶をもう少しいただけますか。──もち
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□ Allow me to ... 〜させてください。〜することを許してください。
□ That looks heavy. Allow me to put that in the overhead bin for you.

重そうですね。

セミナーはどれでも出席なさってかまいません。

□ Can I call you right back?—Certainly. すぐにかけ直してもいいですか。──いいですよ。
□ No problem.

大丈夫です。かまいません。

□ Can I use your phone?—No problem. 電話をお借りしてよろしいですか。──かまいません。
□ Sure.

上の荷物入れにお入れしましょう。

いいですよ。わかりました。

□ Could I have your telephone number?—Sure. あなたの電話番号を教えていただけますか。
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──もちろん。

□ Why not? いいですね。もちろんです。

□ permission 許可，承認
□ If you want to use the photocopy machine, you must ask permission.

コピー機を使

いたいなら，許可を得なくてはなりません。

□ authorization 許可，承諾，権限
この提案にはあなたの監督者

あなたのコンピュータで私

の電子メールをチェックしてよろしいですか。──もちろんですよ。
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□ You’ve been really helpful. Thank you.

□ go-ahead 許可，前進

おかげでほんとうに助かりました。ありがとう。

□ help out 助ける，援助する

□ The project was given the go-ahead. プロジェクトは承認された。

□ Can you help me out with directions? 道案内をお願いできますか。

認可，承認

□ His boss gave him the green light to start work on his proposal.

□ Could I use your computer to check my email?—Why not?

□ helpful 役立つ，助けになる，有益な

の許可が必要です。

に着手してよいと彼に許可を与えた。

自由な，無料の，〜のない

□ You are free to attend whichever seminar that appeals to you. おもしろそうだと思う
□ Certainly. いいですよ。わかりました。

□ Can/could I ...? 〜してもいいですか。

□ This proposal requires authorization from your supervisor.

調査旅行に出たければ，

正式な許可が必要です。

□ Why not ask for some help? 手を借りたらどうですか。

□ May I ask you for some more tea?—Certainly.

原則としてあなたに賛成な

のですが，私には別の戦略があります。

□ Why don’t we start over from the beginning? 最初からやり直しませんか。

□ green light

□ My parents refused to grant me permission to study abroad. 両親は私の留学を許して

彼の上司が，企画書

□ be of help 助けになる，役立つ
□ Are you having car trouble? Can I be of help?

車に問題があるのですか。お手伝いしまし
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ Can you ...? 〜してもらえますか。

ょうか。

□ Can you help me with something? ちょっと手伝ってもらえますか。

□ be of service 手助けになる，役に立つ
□ It is my pleasure to be of service. お役に立てて光栄です。

□ Would you mind lowering your voice? 声を小さくしていただけますか。

□ give a hand 手を貸す，手助けする
□ My car is stuck. Could you give me a hand please?

車が止まってしまいました。手を貸

していただけますか。

□ have difﬁculty doing 〜するのが難しい，困難である
□ I’m having difﬁculty paying off my credit card debts every month. 毎月のクレジット
カード債務の支払いに苦労しています。

□ lend a helping hand 手を貸す，力を貸す
□ I’m always happy to lend a helping hand. いつでも喜んで力になります。

□ She is able to walk with the aid of a cane. 彼女は杖の助けを借りれば歩ける。
□ count on ... 〜を頼りにする，当てにする
□ I’m counting on you. あなたを頼りにしています。
〜を治療する，治す；治療薬

□ This will cure what ails you. これであなたの苦しみも癒されるでしょう。
□ remedy

〜を改善する；医薬品，治療

□ I can remedy that problem.

私はその問題を改善できます。

□ ease 〜を楽にする，軽減する；容易さ
□ Perhaps I can ease your concerns. ご心配を和らげてあげられると思います。
□ facilitate 〜を容易にする，促進する
□ I volunteered to facilitate the meeting. 自分から申し出て会議の進行を司った。

UNIT 20

............

UNIT 21............能力-1
□ be good at ... 〜が得意である，〜がうまい
□ It isn’t easy to be good at public speaking. 人前でうまく話すのは容易なことではない。
□ unable （〜することが）できない
□ We were completely unable to control the ﬁre.

その火事はどうすることもできなかった。

□ knowledge 知識，理解，認識
□ I have a working knowledge of French. 私は実用レベルのフランス語を身に付けています。

□ aid 援助，補助；助ける

□ cure

□ Would you mind doing? 〜していただけますか。〜してくださいますか。

依頼する

□ apply for ... 〜に申し込む，〜に志願する
□ I’m applying for a teaching position. 教職に応募しています。
□ solicit 〜を誘う，懇願する
□ I can’t stand being solicited over the phone. 電話で勧誘されるのは我慢できません。
□ Could you ...? 〜していただけますか。
□ Could you do me a favor? お願いがあるのですが。

□ know-how ノウハウ，実務知識
□ She has the practical know-how to run this company.

彼女にはこの会社を経営する実践

的なノウハウがある。

□ intelligence 知性，情報
□ He had enough intelligence to call the police at the ﬁrst sign of trouble.

トラブルの

兆候に気づいて，すぐに警察に連絡するだけの知恵が彼にはあった。

□ wisdom 英知，知恵，分別
□ We can gain knowledge, but wisdom often comes from experience.

知識は身につけ

ることができるが，知恵は経験によって得ることが多い。

□ clever 頭がよい，巧妙な
□ It’s quite a clever plan. とても巧妙な計画ですね。
□ bright 頭のよい，明るい，快活な
□ She is an exceptionally bright student. 彼女はずば抜けて頭のよい学生です。
□ clumsy 不器用な，気の利かない
□ It was clumsy of me to knock over that vase. 花瓶をひっくり返してしまったのは私の不手
際です。

□ performance 性能，実行，実績
□ Our sales estimates are based on past performance.

当社の販売予想は過去の実績に基

づいています。

□ talented 才能のある，有能な
□ He’s an extraordinarily talented musician. 彼は並外れた才能を持つミュージシャンです。
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□ Perhaps I can ease your concerns. ご心配を和らげてあげられると思います。
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□ I volunteered to facilitate the meeting. 自分から申し出て会議の進行を司った。
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□ unable （〜することが）できない
□ We were completely unable to control the ﬁre.
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トラブルの
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づいています。

□ talented 才能のある，有能な
□ He’s an extraordinarily talented musician. 彼は並外れた才能を持つミュージシャンです。
257

256

話すための英単語やり直しドリル ためし読み → Webページへ

Ⅴ.........補充語彙・例文
□ ordinary

普通の，ありふれた，平凡な

□ put 〜を置く

□ My house looks ordinary compared with these mansions.

わが家は，これらの大邸宅に

比べるとありふれている。

□ carry 〜を運ぶ，（商品を）扱っている

□ job 仕事，職務，勤め口

□ I can’t carry these groceries all the way home! これほどの食料雑貨をずっと家まで持ち歩

□ I’m giving up my 9-to-5 job to work freelance. 9 時から 5 時までの仕事を辞めて，フリー
で働くことにします。

□ I will take her to school today. 今日は私が彼女を学校に連れて行きます。

□ We were each assigned a research task.

UNIT 22

私たち全員に調査の仕事が割り当てられた。

能力の高い従業員を採用する必要がある。

□ The program will increase our sales capability.

このプログラムで私たちの販売能力は高ま

私たちの転居先住所を置いていってくれましたか。

〜を取り去る

□ I’m going to try and remove this old wallpaper myself.

□ competence 能力，適性
□ He made so many mistakes that his competence was questioned. 彼はあまりに多
くの誤りをおかしたので，能力を疑問視された。

この古い壁紙は自分ではがしてみ

ます。

□ replace

〜を取り替える

□ She will replace my current boss next month. 彼女が来月から私の現在の上司の後任を務め

□ efﬁciency 能率，効率，能力
□ Their goal is to optimize efﬁciency. 彼らの目標は最大の効率を得ることです。

行動する

る。

□ return 〜を戻す，帰る
□ Will you return these books to the library? これらの本を図書館に返してもらえますか。

□ behavior 振る舞い，動作，態度

□ set 〜を配置する，設定する

□ I don’t think his behavior is appropriate for a teacher.

彼の振る舞いは教師としてふさわ

しくないと思います。

□ Set the groceries down on the counter.

食料雑貨はカウンターの上に置いてください。

□ show 〜を見せる，表す

□ start 始まり；始まる，起動する

□ Show me your homework, please. 宿題を見せてください。

□ From the very start they’ve been competitive. 彼らは最初から張り合っていた。
□ stay 〜のままでいる，滞在する

□ turn 〜を回す，曲がる，変化させる
□ After the next light, turn left. 次の信号の先を左に曲がってください。

□ Stay put and I’ll come to you. その場にいてください，私が迎えにいきますから。
□ try 〜を試みる，裁判にかける

□ wait 待つ
□ I’ll wait for you at the subway exit. 地下鉄の出口であなたを待っています。

□ Try to ﬁnd nice ripe bananas, please. よく熟れたバナナを見つけてください。
〜を受け取る

□ We should receive conﬁrmation today.

□ Did you leave our forwarding address?
□ remove

るでしょう。

□ receive

□ You bought all this on your allowance? これらを全部自分の小遣いで買ったのですか。
□ leave 〜を残す，離れる，そのままにする

□ capability 能力，才能，性能

UNIT 23

食料雑貨を買いに行く必要がある。

□ buy 〜を買う，（意見を）受け入れる，おごる

□ caliber 能力，品質

............

□ need 〜を必要とする
□ We need to get groceries.

能力-2

□ We need to hire high caliber employees.

くのは無理です。

□ take 〜を連れて行く，取る

□ task 仕事，任務，職務

............

□ We’ll put a key under the mat for you. マットの下に鍵を置いておきます。

□ break

〜を壊す，割る；休止

□ Break it in half and share it with your sister.

半分にして妹と分けなさい。

今日にも確認が取れるはずです。
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□ ordinary

普通の，ありふれた，平凡な

□ put 〜を置く

□ My house looks ordinary compared with these mansions.

わが家は，これらの大邸宅に

比べるとありふれている。

□ carry 〜を運ぶ，（商品を）扱っている

□ job 仕事，職務，勤め口

□ I can’t carry these groceries all the way home! これほどの食料雑貨をずっと家まで持ち歩

□ I’m giving up my 9-to-5 job to work freelance. 9 時から 5 時までの仕事を辞めて，フリー
で働くことにします。

□ I will take her to school today. 今日は私が彼女を学校に連れて行きます。

□ We were each assigned a research task.

UNIT 22

私たち全員に調査の仕事が割り当てられた。

能力の高い従業員を採用する必要がある。

□ The program will increase our sales capability.

このプログラムで私たちの販売能力は高ま

私たちの転居先住所を置いていってくれましたか。

〜を取り去る

□ I’m going to try and remove this old wallpaper myself.

□ competence 能力，適性
□ He made so many mistakes that his competence was questioned. 彼はあまりに多
くの誤りをおかしたので，能力を疑問視された。

この古い壁紙は自分ではがしてみ

ます。

□ replace

〜を取り替える

□ She will replace my current boss next month. 彼女が来月から私の現在の上司の後任を務め

□ efﬁciency 能率，効率，能力
□ Their goal is to optimize efﬁciency. 彼らの目標は最大の効率を得ることです。

行動する

る。

□ return 〜を戻す，帰る
□ Will you return these books to the library? これらの本を図書館に返してもらえますか。

□ behavior 振る舞い，動作，態度

□ set 〜を配置する，設定する

□ I don’t think his behavior is appropriate for a teacher.

彼の振る舞いは教師としてふさわ

しくないと思います。

□ Set the groceries down on the counter.

食料雑貨はカウンターの上に置いてください。

□ show 〜を見せる，表す

□ start 始まり；始まる，起動する

□ Show me your homework, please. 宿題を見せてください。

□ From the very start they’ve been competitive. 彼らは最初から張り合っていた。
□ stay 〜のままでいる，滞在する

□ turn 〜を回す，曲がる，変化させる
□ After the next light, turn left. 次の信号の先を左に曲がってください。

□ Stay put and I’ll come to you. その場にいてください，私が迎えにいきますから。
□ try 〜を試みる，裁判にかける

□ wait 待つ
□ I’ll wait for you at the subway exit. 地下鉄の出口であなたを待っています。

□ Try to ﬁnd nice ripe bananas, please. よく熟れたバナナを見つけてください。
〜を受け取る

□ We should receive conﬁrmation today.

□ Did you leave our forwarding address?
□ remove

るでしょう。

□ receive

□ You bought all this on your allowance? これらを全部自分の小遣いで買ったのですか。
□ leave 〜を残す，離れる，そのままにする

□ capability 能力，才能，性能

UNIT 23

食料雑貨を買いに行く必要がある。

□ buy 〜を買う，（意見を）受け入れる，おごる

□ caliber 能力，品質

............

□ need 〜を必要とする
□ We need to get groceries.

能力-2

□ We need to hire high caliber employees.

くのは無理です。

□ take 〜を連れて行く，取る

□ task 仕事，任務，職務

............

□ We’ll put a key under the mat for you. マットの下に鍵を置いておきます。

□ break

〜を壊す，割る；休止

□ Break it in half and share it with your sister.

半分にして妹と分けなさい。

今日にも確認が取れるはずです。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ moreover

UNIT 24............つなぎ表現など-1

□ The location is perfect, and moreover, the rent is cheap.

□ I see. わかりました。なるほど。了解。
す。──ああ，わかりました。

うそでしょう？

はほんとうに手がかかりますが，それでも家族のように愛しています。
子どものこ

ろから野球カードを集めています。──おもしろそうですね。

あいにく，保証書

がなければ技術サポートはご提供できません。

10 人しか集まりませんでした。──意外で

すね。

□ as a result

結果として

□ The road was icy and, as a result, we were late.

□ Let me see. ええと。どれどれ。

道路が凍っていたので，結果として遅れ

てしまいました。

□ Are you ready to order?—Let me see. I’ll have the chicken salad.

ご注文はお決まり

ですか。──ええと，チキンサラダをいただきます。

どれがお好みですか。──う〜ん，ち

レッカー移動されてしまいました。

□ what is more, ...

ねえねえ，知ってる？

さらには

□ The work isn’t challenging, what is more, I have a long commute.

□ You know what? I don’t think I’ve been here before. 実を言うと，ここに来たのは初めて
だと思います。

仕事はやりがいが

ないし，そのうえ通勤時間が長いのです。

UNIT 26............電話

□ How should I say ...? 何というか…。うまく言えないのですが…。
□ How should I say this? We won’t be needing your services anymore––you’re ﬁred.
何と言いますか。もう力を借りる必要がなくなりました，あなたを解雇します。

□ hear from ...

〜から連絡をもらう

□ It was great hearing from you.

ご連絡をいただいてうれしかったです。

□ speak with ... 〜と話をする

UNIT 25............つなぎ表現など-2

□ Yes, I’d like to speak with the manager, please.

□ mainly 主に，大部分は
彼女が登

録科目を放棄したのは，宿題が多いことが主な理由だった。

そのうえ，さらに

□ Furthermore, I predict we will have our most proﬁtable year to date. さらに付け加え
れば，今年はこれまでで最も業績のよい年になるでしょう。

ガソリン切れで車を置いてくるしかありませんでした。さらに悪いことに，その車が

towed away.

ょっと考えさせてください。

□ She dropped the course mainly due to the amount of homework we get.

□ what is worse, ... さらに悪いことに
□ I ran out of gas and had to leave my car. And what is worse, it ended up being

□ Let me think. ちょっと待ってください。考えさせてください。
□ Which one would you like?—Hmm. Let me think.

□ unfortunately あいにく，残念ながら
□ Unfortunately, we don’t offer technical support without a warranty.

□ How surprising! 意外です。驚きです。そうなんですか。

□ furthermore

□ nonetheless それにもかかわらず，それでもなお
□ My three dogs are a lot of work, nonetheless I love them like a family. 私の 3 匹の犬

興味深い。おもしろい。

□ I’ve been collecting baseball cards since I was a kid.—How interesting!

□ You know what?

その週は

ずっと予定が入っていたのです。それでも，何とか彼に会う時間を作りました。

にしました。──本当ですか。それが賢明だと思うのですか。

□ Only 10 people showed up.—How surprising!

□ nevertheless それにもかかわらず，やはり
□ I was booked solid all week. Nevertheless, I made time to meet with him.

そうなの？

□ I’ve decided to get a tattoo.—Really? Are you sure that’s wise? 入れ墨を入れること
□ How interesting!

場所は最高ですし，なんと言

っても家賃が安いです。

□ You can dial 9 for the front desk.—Oh, I see. 9 番をダイヤルすればフロントにつながりま
□ Really? 本当？

さらに，加えて

ええ，責任者とお話ししたいのです。

□ talk to ... 〜と話をする，〜に話しかける
□ May I talk to someone in the service department, please? サービス部門の方とお話しで
きますか。

□ inquire

尋ねる

□ I’m calling to inquire about an estimate.

見積もりについてうかがいたくて，お電話していま

す。
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□ moreover

UNIT 24............つなぎ表現など-1

□ The location is perfect, and moreover, the rent is cheap.

□ I see. わかりました。なるほど。了解。
す。──ああ，わかりました。

うそでしょう？

はほんとうに手がかかりますが，それでも家族のように愛しています。
子どものこ

ろから野球カードを集めています。──おもしろそうですね。

10 人しか集まりませんでした。──意外で

□ as a result

結果として

□ The road was icy and, as a result, we were late.

□ Let me see. ええと。どれどれ。

道路が凍っていたので，結果として遅れ

てしまいました。

□ Are you ready to order?—Let me see. I’ll have the chicken salad.

ご注文はお決まり

ですか。──ええと，チキンサラダをいただきます。

ガソリン切れで車を置いてくるしかありませんでした。さらに悪いことに，その車が

towed away.

どれがお好みですか。──う〜ん，ち

ょっと考えさせてください。

レッカー移動されてしまいました。

□ what is more, ...

ねえねえ，知ってる？

さらには

□ The work isn’t challenging, what is more, I have a long commute.

□ You know what? I don’t think I’ve been here before. 実を言うと，ここに来たのは初めて
だと思います。

仕事はやりがいが

ないし，そのうえ通勤時間が長いのです。

UNIT 26............電話

□ How should I say ...? 何というか…。うまく言えないのですが…。
□ How should I say this? We won’t be needing your services anymore––you’re ﬁred.
何と言いますか。もう力を借りる必要がなくなりました，あなたを解雇します。

□ hear from ...

〜から連絡をもらう

□ It was great hearing from you.

ご連絡をいただいてうれしかったです。

□ speak with ... 〜と話をする

UNIT 25............つなぎ表現など-2

□ Yes, I’d like to speak with the manager, please.

□ mainly 主に，大部分は
□ She dropped the course mainly due to the amount of homework we get.

□ what is worse, ... さらに悪いことに
□ I ran out of gas and had to leave my car. And what is worse, it ended up being

□ Let me think. ちょっと待ってください。考えさせてください。

彼女が登

録科目を放棄したのは，宿題が多いことが主な理由だった。

そのうえ，さらに

□ Furthermore, I predict we will have our most proﬁtable year to date. さらに付け加え
れば，今年はこれまでで最も業績のよい年になるでしょう。

あいにく，保証書

がなければ技術サポートはご提供できません。

すね。

□ Which one would you like?—Hmm. Let me think.

□ unfortunately あいにく，残念ながら
□ Unfortunately, we don’t offer technical support without a warranty.

□ How surprising! 意外です。驚きです。そうなんですか。

□ furthermore

□ nonetheless それにもかかわらず，それでもなお
□ My three dogs are a lot of work, nonetheless I love them like a family. 私の 3 匹の犬

興味深い。おもしろい。

□ I’ve been collecting baseball cards since I was a kid.—How interesting!

□ You know what?

その週は

ずっと予定が入っていたのです。それでも，何とか彼に会う時間を作りました。

にしました。──本当ですか。それが賢明だと思うのですか。

□ Only 10 people showed up.—How surprising!

□ nevertheless それにもかかわらず，やはり
□ I was booked solid all week. Nevertheless, I made time to meet with him.

そうなの？

□ I’ve decided to get a tattoo.—Really? Are you sure that’s wise? 入れ墨を入れること
□ How interesting!

場所は最高ですし，なんと言

っても家賃が安いです。

□ You can dial 9 for the front desk.—Oh, I see. 9 番をダイヤルすればフロントにつながりま
□ Really? 本当？

さらに，加えて

ええ，責任者とお話ししたいのです。

□ talk to ... 〜と話をする，〜に話しかける
□ May I talk to someone in the service department, please? サービス部門の方とお話しで
きますか。

□ inquire

尋ねる

□ I’m calling to inquire about an estimate.

見積もりについてうかがいたくて，お電話していま

す。
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□ call back 折り返し電話をする，電話をかけ直す
□ Are you busy? I can call back in 10 minutes.

456-7891 です。
今忙しいですか。10 分後にかけ直すこともで

きますが。

□ Are there any messages? I’m expecting a call.

伝言はありますか。電話がかかってくるは

ずなのです。

□ Could you return my call by 5 p.m.? 午後 5 時までに電話をかけ直していただけますか。
□ wrong number

間違い電話

□ I’m sorry you’ve got the wrong number.

□ Sorry I couldn’t get back to you earlier.

もっと早く連絡できなくてごめんなさい。

緊急事態，非常時

□ Please leave an emergency number. 緊急時の電話番号を教えてください。
□ be in （その場に）いる，出社している
□ I’m sorry, he’s not in at the moment.

申し訳ありませんが，番号違いです。

申し訳ありません，彼はただいま席を外しております。

□ at the moment 現在，ちょうど今

住宅，住まい

□ I’m not at my desk at the moment. Please leave a message. （留守電メッセージで）た

□ Is this the Smith residence? スミスさんのお宅ですか。

だいま席を外しております。伝言をどうぞ。

□ extension 内線

□ directory assistance 電話番号案内

□ I’ll take the call on the extension. その電話は内線で取ります。

□ Can you get me directory assistance for Sacramento? サクラメントの電話番号案内を

□ connect 〜をつなぐ，接続する

お願いできますか。

□ Could you connect me with Room Service, please?

ルームサービスにつないでいただけ

ますか。

□ This is he/she. はい，私です。
□ This is she. How can I help you? はい，私です。ご用件は何でしょうか。

□ disconnect 電話を切る，接続を断つ
□ You have entered an invalid password. Your call will be disconnected.

無効なパスワ

ードが入力されました。この通話は切断されます。

お待ちいただいてありがとうござい

ます。ただいま，おつなぎいたします。

□ Hello. ... Speaking. This is he. もしもし。私ですが。
もしもし，聞こえますか。

□ Sorry, the line was breaking up. Are you still there?

すみません，
通話が途切れてしまって。

聞こえますか。

UNIT 27-28............程度

□ pick up 電話を取る
□ Pick up the phone––I know you are there. 電話に出てください，そこにいるのはわかって
います。

□ really

実は，本当に，確かに

□ I’m really confused. Could you explain that again?

□ hang up 電話を切る
□ Sorry, I have to hang up now.

□ Speaking. 私です。私ですが。

□ Are you still there?

電話をつなぐ

□ Thank you for holding. I’ll put your call through now.

□ page

□ get back to ... 〜に折り返し連絡する，〜に電話をかけ直す

□ emergency

□ return a call 折り返し電話をする，電話を返す

□ put through

連絡を取る

□ How do I get through to directory assistance? どうすれば電話番号案内につながりますか。

□ expect a call 電話を待つ

□ residence

□ get through

すっかり頭が混乱しています。もう一

度説明していただけますか。
すみません，もう電話を切らないと。

□ barely

〜を呼び出す，連絡する

□ Could you page Mr. Smith for me, please? He’s in the lobby.

かろうじて，わずかに，ほとんど〜ない

□ Speak up, I can barely hear you. 大きな声で話してください，ほとんど聞こえません。
スミスさんを呼び出して

いただけますか。ロビーにいらっしゃいます。

□ conﬁrm 〜を確認する，承認する

□ totally まったく，完全に，全体的に
□ I’m living totally on my own for the ﬁrst time. 初めてひとり暮らしをしています。

□ Can I conﬁrm that number?––It’s 123-456-7891. その番号を確認できますか。–––123263
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□ call back 折り返し電話をする，電話をかけ直す
□ Are you busy? I can call back in 10 minutes.

456-7891 です。
今忙しいですか。10 分後にかけ直すこともで

きますが。

□ Are there any messages? I’m expecting a call.

伝言はありますか。電話がかかってくるは

ずなのです。

□ Could you return my call by 5 p.m.? 午後 5 時までに電話をかけ直していただけますか。
□ wrong number

間違い電話

□ I’m sorry you’ve got the wrong number.

□ Sorry I couldn’t get back to you earlier.

もっと早く連絡できなくてごめんなさい。

緊急事態，非常時

□ Please leave an emergency number. 緊急時の電話番号を教えてください。
□ be in （その場に）いる，出社している
□ I’m sorry, he’s not in at the moment.

申し訳ありませんが，番号違いです。

申し訳ありません，彼はただいま席を外しております。

□ at the moment 現在，ちょうど今

住宅，住まい

□ I’m not at my desk at the moment. Please leave a message. （留守電メッセージで）た

□ Is this the Smith residence? スミスさんのお宅ですか。

だいま席を外しております。伝言をどうぞ。

□ extension 内線

□ directory assistance 電話番号案内

□ I’ll take the call on the extension. その電話は内線で取ります。

□ Can you get me directory assistance for Sacramento? サクラメントの電話番号案内を

□ connect 〜をつなぐ，接続する

お願いできますか。

□ Could you connect me with Room Service, please?

ルームサービスにつないでいただけ

ますか。

□ This is he/she. はい，私です。
□ This is she. How can I help you? はい，私です。ご用件は何でしょうか。

□ disconnect 電話を切る，接続を断つ
□ You have entered an invalid password. Your call will be disconnected.

無効なパスワ

ードが入力されました。この通話は切断されます。

お待ちいただいてありがとうござい

ます。ただいま，おつなぎいたします。

□ Hello. ... Speaking. This is he. もしもし。私ですが。
もしもし，聞こえますか。

□ Sorry, the line was breaking up. Are you still there?

すみません，
通話が途切れてしまって。

聞こえますか。

UNIT 27-28............程度

□ pick up 電話を取る
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□ page
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□ emergency
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□ expect a call 電話を待つ

□ residence

□ get through
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□ Could you page Mr. Smith for me, please? He’s in the lobby.
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スミスさんを呼び出して

いただけますか。ロビーにいらっしゃいます。

□ conﬁrm 〜を確認する，承認する

□ totally まったく，完全に，全体的に
□ I’m living totally on my own for the ﬁrst time. 初めてひとり暮らしをしています。

□ Can I conﬁrm that number?––It’s 123-456-7891. その番号を確認できますか。–––123263
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ entirely

まったく，すっかり，もっぱら

□ His repertoire consisted entirely of Bach. 彼のレパートリーはバッハの楽曲だけで構成され
ていた。

□ My son is nearly as tall as I am now. 息子は今，私と同じくらいの背丈です。
□ comparison 比較，例え
□ There’s no comparison between then and now.

昔と今では比較になりません。

□ I don’t think there is a direct equivalent for that word in English.

その言葉にピッタリ

の英単語はないと思います。

□ begin 〜を始める
□ I want to begin by toasting our host. ホストへの乾杯で始めたいと思います。

□ Whose technique do you think is superior? だれの技術がすぐれていると思いますか。
□ ideal 理想的な，望ましい
□ This hotel would be ideal as a conference site. このホテルは会議場として理想的でしょう。
厳しい，深刻な，重度の

〜を製造する，生み出す

□ More consistent effort should produce better results. 堅実な努力をさらに積み重ねてい
けば，よりよい結果が出るはずです。

□ promote

□ superior すぐれている，上位の

〜を促進する，宣伝する，昇進させる

□ I think bonuses and long vacations promote staff loyalty.

ボーナスと長い休暇が社員の

忠誠心を育てると思います。

□ stimulate 〜を刺激する，活性化させる
□ The sight of him crossing the ﬁnish line stimulated me to pick up speed.

ゴールす

る彼の姿を見て，自分もスピードを上げようと思った。
その地域は冬が厳しいことで知られている。

□ progress

〜を前進する，進歩する；進歩

□ Our renovations are progressing at a snail’s pace.

□ major 主要な，大きな
□ I’m late because of a major delay on the subway this morning.

けさ地下鉄が大幅に遅

れたので遅刻してしまいました。

□ create

改装はあまりはかどっていません。

〜を創造する，創り出す

□ How can we create interest in this new product? この新製品への関心をどのようにしてつ

□ minor 小さいほうの，ささいな

くり出せるでしょうか。

□ If it’s a minor problem, I expect you to take care of it yourself. ささいな問題であれば，
自分で処理してください。

□ develop 〜を発展させる，開発する
□ I’m in charge of developing new products. 私は新製品開発の担当です。

UNIT 29............手段・方法

□ issue 問題，争点
□ You can’t have a meal with him without the issue of vegetarianism coming up.

□ equipment 備品，設備，機器
□ Our store specializes in sports equipment. 当店ではスポーツ用品を専門に扱っております。
□ facility 設備，手段
□ My favorite resort has the most luxurious facilities.

私のお気に入りのリゾート地には，こ

れ以上ないほど豪華な設備が備わっている。

彼

と食事すれば必ず菜食主義の問題が話題になります。

□ force

〜に強要する，〜を余儀なくさせる

□ I heard she was forced to take a second job to cover the rent.

家賃を払うために彼女

は仕事を掛け持ちするしかなかったと聞きました。

□ change 変化；変える，乗り換える

□ tool 道具，手段
□ A good workman never blames his tools. よい職人は決して道具のせいにしない。
□ material 材料，素材
□ I found some great material at the library.

すか。

□ produce

□ equivalent 等しい，同価値の；相当物

□ That area is known for its severe winters.

□ become 〜になる
□ How do you become a member of this club? どうやってこのクラブのメンバーになるので

□ nearly 危うく，ほとんど，近くで

□ severe

UNIT 30............原因・結果

図書館ですばらしい資料をいくつか見つけました。

□ Let’s order out for a change.

たまには出前を取りましょう。

□ keep 〜し続ける，維持する
□ Will you keep the subscription? 購読を続けますか。
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の英単語はないと思います。

□ begin 〜を始める
□ I want to begin by toasting our host. ホストへの乾杯で始めたいと思います。

□ Whose technique do you think is superior? だれの技術がすぐれていると思いますか。
□ ideal 理想的な，望ましい
□ This hotel would be ideal as a conference site. このホテルは会議場として理想的でしょう。
厳しい，深刻な，重度の

〜を製造する，生み出す

□ More consistent effort should produce better results. 堅実な努力をさらに積み重ねてい
けば，よりよい結果が出るはずです。

□ promote

□ superior すぐれている，上位の

〜を促進する，宣伝する，昇進させる

□ I think bonuses and long vacations promote staff loyalty.

ボーナスと長い休暇が社員の

忠誠心を育てると思います。

□ stimulate 〜を刺激する，活性化させる
□ The sight of him crossing the ﬁnish line stimulated me to pick up speed.

ゴールす

る彼の姿を見て，自分もスピードを上げようと思った。
その地域は冬が厳しいことで知られている。

□ progress

〜を前進する，進歩する；進歩

□ Our renovations are progressing at a snail’s pace.

□ major 主要な，大きな
□ I’m late because of a major delay on the subway this morning.

けさ地下鉄が大幅に遅

れたので遅刻してしまいました。

□ create

改装はあまりはかどっていません。

〜を創造する，創り出す

□ How can we create interest in this new product? この新製品への関心をどのようにしてつ

□ minor 小さいほうの，ささいな

くり出せるでしょうか。

□ If it’s a minor problem, I expect you to take care of it yourself. ささいな問題であれば，
自分で処理してください。

□ develop 〜を発展させる，開発する
□ I’m in charge of developing new products. 私は新製品開発の担当です。

UNIT 29............手段・方法

□ issue 問題，争点
□ You can’t have a meal with him without the issue of vegetarianism coming up.

□ equipment 備品，設備，機器
□ Our store specializes in sports equipment. 当店ではスポーツ用品を専門に扱っております。
□ facility 設備，手段
□ My favorite resort has the most luxurious facilities.

私のお気に入りのリゾート地には，こ

れ以上ないほど豪華な設備が備わっている。

彼

と食事すれば必ず菜食主義の問題が話題になります。

□ force

〜に強要する，〜を余儀なくさせる

□ I heard she was forced to take a second job to cover the rent.

家賃を払うために彼女

は仕事を掛け持ちするしかなかったと聞きました。

□ change 変化；変える，乗り換える

□ tool 道具，手段
□ A good workman never blames his tools. よい職人は決して道具のせいにしない。
□ material 材料，素材
□ I found some great material at the library.

すか。

□ produce

□ equivalent 等しい，同価値の；相当物

□ That area is known for its severe winters.

□ become 〜になる
□ How do you become a member of this club? どうやってこのクラブのメンバーになるので

□ nearly 危うく，ほとんど，近くで

□ severe

UNIT 30............原因・結果

図書館ですばらしい資料をいくつか見つけました。

□ Let’s order out for a change.

たまには出前を取りましょう。

□ keep 〜し続ける，維持する
□ Will you keep the subscription? 購読を続けますか。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ maintain 〜を維持する，主張する

直さなくてはなりませんね。

□ The board of directors was careful to maintain the status quo. 取締役会は現状を維持
しようと慎重だった。

□ Our family reunion is a yearly tradition. 家族が集まるのは毎年の恒例行事です。

□ continue 続く，進み続ける
□ Continue with your work. Don’t mind me. 仕事を続けてください。私のことは気にしないで。
□ disturb 〜を妨げる，〜を当惑させる

□ The annual spring sale is our biggest event. 毎年恒例のスプリングセールは当店最大のイ
□ biweekly 隔週の
□ The nurse does biweekly home visits. その看護師は隔週で家庭訪問を行う。

□ end 終了；終わる，決着をつける
□ The meeting came to an abrupt end. 会議は突然終わってしまいました。

□ bimonthly 隔月の
□ The mortgage is set up with bimonthly payments.

□ bring about 〜をもたらす，〜を引き起こす
□ The new CEO has brought about a real turnaround in the company. 新しい CEO は
会社の業績を一気に回復させた。

住宅ローンは隔月払いで設定されてい

る。

□ habitually 習慣的に，いつも
□ I habitually wake up before sunrise. 私はいつも日の出前に目が覚めます。

□ consist 成り立つ，存在する
□ Her stories consist of 10 percent fact and 90 percent ﬁction. 彼女の話は 10 パーセン
トの真実と 90 パーセントの作り話で成り立っている。

□ interval 間隔，合間，距離
□ I try to take breaks at regular intervals.

〜を証明する

□ I think I have proved I am deserving of this raise.

私はこの昇給にふさわしい仕事をしてい

ると証明できたと思います。

定期的に休憩をとるよう心がけています。

□ again and again 何度も繰り返して，一度ならず
□ I’ve told him again and again not to do that.

そんなことはしないようにと彼に何度も言い

ました。

□ What made you ...? なぜ〜したのですか。どうして〜したのですか。
□ What made you think of me for this job? なぜこの仕事を私にと考えたのですか。

UNIT 31-32............頻度

□ at every turn 至るところで，あらゆる場合に
□ At every turn, we’ve been thwarted. ことあるごとに私たちは挫折を味わった。
□ once more

もう一度，もう一回

□ We’d like to visit the house once more before we decide. 決める前にもう一度その家を

□ daily 毎日の，日々の；毎日
□ It’s important to exercise daily.

□ annual 毎年の，年に 1 度の
ベントです。

□ The way teens dress today disturbs me. 最近の若者の服装には当惑させられます。

□ prove

□ yearly 毎年の，年 1 回の

訪れたいのです。
日々の運動が大切です。

□ every day 毎日
□ I try and go for a jog every day. 毎日ジョギングするように心がけています。
□ every other day 一日おきに，隔日で
□ I alternate cooking with my husband every other day. 一日おきに夫と交代で食事を作り

□ once again もう一度，またしても
□ Well, here we are once again.

さて，また戻ってきましたね。

□ over again さらに繰り返して，反復して
□ They insist we do it over again. 彼らは，私たちがやり直すべきだと言っています。

UNIT 33............確実性

ます。

□ weekly 毎週の，週に 1 回の
□ Our meetings are a weekly event. 私たちの会議は毎週行われます。
□ monthly 毎月の，月 1 回の

□ assure

〜を保証する，確実にする

□ Let me assure you everything has been taken care of. すべて手配済みですから，安心し
てください。

□ You’ll have to reschedule your monthly dental appointment. 毎月の歯科の予約を取り
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Ⅴ.........補充語彙・例文
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直さなくてはなりませんね。
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しようと慎重だった。
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□ Continue with your work. Don’t mind me. 仕事を続けてください。私のことは気にしないで。
□ disturb 〜を妨げる，〜を当惑させる
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□ The new CEO has brought about a real turnaround in the company. 新しい CEO は
会社の業績を一気に回復させた。

住宅ローンは隔月払いで設定されてい

る。

□ habitually 習慣的に，いつも
□ I habitually wake up before sunrise. 私はいつも日の出前に目が覚めます。

□ consist 成り立つ，存在する
□ Her stories consist of 10 percent fact and 90 percent ﬁction. 彼女の話は 10 パーセン
トの真実と 90 パーセントの作り話で成り立っている。

□ interval 間隔，合間，距離
□ I try to take breaks at regular intervals.

〜を証明する

□ I think I have proved I am deserving of this raise.

私はこの昇給にふさわしい仕事をしてい

ると証明できたと思います。

定期的に休憩をとるよう心がけています。

□ again and again 何度も繰り返して，一度ならず
□ I’ve told him again and again not to do that.

そんなことはしないようにと彼に何度も言い

ました。

□ What made you ...? なぜ〜したのですか。どうして〜したのですか。
□ What made you think of me for this job? なぜこの仕事を私にと考えたのですか。
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□ at every turn 至るところで，あらゆる場合に
□ At every turn, we’ve been thwarted. ことあるごとに私たちは挫折を味わった。
□ once more

もう一度，もう一回

□ We’d like to visit the house once more before we decide. 決める前にもう一度その家を

□ daily 毎日の，日々の；毎日
□ It’s important to exercise daily.

□ annual 毎年の，年に 1 度の
ベントです。

□ The way teens dress today disturbs me. 最近の若者の服装には当惑させられます。

□ prove

□ yearly 毎年の，年 1 回の

訪れたいのです。
日々の運動が大切です。

□ every day 毎日
□ I try and go for a jog every day. 毎日ジョギングするように心がけています。
□ every other day 一日おきに，隔日で
□ I alternate cooking with my husband every other day. 一日おきに夫と交代で食事を作り
ます。

□ weekly 毎週の，週に 1 回の
□ Our meetings are a weekly event. 私たちの会議は毎週行われます。
□ monthly 毎月の，月 1 回の

□ once again もう一度，またしても
□ Well, here we are once again.

さて，また戻ってきましたね。

□ over again さらに繰り返して，反復して
□ They insist we do it over again. 彼らは，私たちがやり直すべきだと言っています。

UNIT 33............確実性
□ assure

〜を保証する，確実にする

□ Let me assure you everything has been taken care of. すべて手配済みですから，安心し
てください。

□ You’ll have to reschedule your monthly dental appointment. 毎月の歯科の予約を取り
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ absolutely 絶対に，きっぱりと

□ enormous 巨大な，莫大な

□ I am absolutely sure! 絶対に確かです。

□ An enormous amount of work went into the project. そのプロジェクトには，とてつもな
い労力が費やされた。

□ deﬁnitely 明確に，確かに，絶対に
□ This is deﬁnitely the best risotto I have ever tasted. これは私が今まで食べたうちで最高の

□ There is not an adequate supply of potable water for all the cottages on this lake.

リゾットに間違いありません。

この湖のほとりにあるすべての別荘に供給できるだけの飲料水がない。

□ inevitable 避けられない，必然の
□ They say earthquakes are inevitable. 地震は避けられないものだそうです。

□ My dog has an unquestionable devotion to me.

□ full 満ちた，完全な
□ Unfortunately the class is already full. あいにく，そのクラスはすでに満員です。

□ unquestionable 疑う余地のない，確かな
私の犬は私に申し分なく尽くしてくれま

□ maximum 最高，最大（限）
□ This elevator holds maximum 10 people. このエレベーターは最大 10 人まで乗れる。

す。

□ without a doubt 疑問の余地もなく，間違いなく

□ more than ...

□ This is, without a doubt, the most delicious champagne. これは間違いなく最もおいし
いシャンパンです。

□ predictable

□ adequate 十分な，適切な

十分すぎるほどの食糧を持ってきました。

だいたい，おおよそ

□ This container holds 4 liters, more or less.

□ He’s so talented that I think his success is predictable. 彼はとても才能豊かですから，
成功するでしょう。

□ unpredictable

□ I’ve brought more than enough food.
□ more or less

予測できる，先が読める

〜以上の

□ scarce

予測できない，先が読めない

乏しい，不十分な

□ Surfers are scarce this late in the season.

□ The weather in this part of the country is unpredictable.

この地域の天候は予測できませ

ん。

この容器に入るのは 4 リットルかそこらでしょ

うね。

シーズンも終わりに近くて，サーファーの姿はま

ばらです。

□ slightly わずかに，少し

□ ambiguous あいまいな，不明瞭な

□ I’m slightly older than she is. 私は彼女よりわずかに年上です。

□ It’s ambiguous whether it’s a man or woman’s voice.

その声が男性のものか女性のもの

か，はっきりしません。

□ I’ve got an empty stomach; you can hear it growl.

□ up in the air 未定の
□ Our plans are still up in the air.

□ empty 空の，空虚な
空腹です，お腹が鳴っているのが聞こ

えるでしょう。
私たちの計画はまだ未定です。

□ I bet ... 確かに〜です。きっと〜です。もちろん〜です。
□ I bet he’s going to win! きっと彼が勝ちます！

□ I try and run a minimum of 20 kilometers a week. 週に少なくとも 20km は走るようにし
ています。

□ missing 欠けている，紛失した，行方不明の

UNIT 34-35............数量

□ Without that missing piece we can’t ﬁnish the puzzle.

□ a lot of ... たくさんの〜，多くの〜，多数の〜
□ Dad doesn’t like a lot of choices on the menu.

□ minimum 最低（限），最小（限）

欠けているピースが見つからなけ

れば，パズルは完成できない。
父はメニューに多くの選択肢があるのは好

みません。

□ each それぞれの，ひとつひとつの
□ I need to wrap each item individually. それぞれを個別に包装する必要があります。

□ abundant 豊富な，豊かな
□ Strawberries are abundant this time of year. 毎年，この時期はイチゴが豊富です。

□ either どちらかの
□ I’d take either one; I’m not fussy. どちらでもかまいません，こだわりませんから。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ absolutely 絶対に，きっぱりと

□ enormous 巨大な，莫大な

□ I am absolutely sure! 絶対に確かです。

□ An enormous amount of work went into the project. そのプロジェクトには，とてつもな
い労力が費やされた。

□ deﬁnitely 明確に，確かに，絶対に
□ This is deﬁnitely the best risotto I have ever tasted. これは私が今まで食べたうちで最高の

□ There is not an adequate supply of potable water for all the cottages on this lake.

リゾットに間違いありません。

この湖のほとりにあるすべての別荘に供給できるだけの飲料水がない。

□ inevitable 避けられない，必然の
□ They say earthquakes are inevitable. 地震は避けられないものだそうです。

□ My dog has an unquestionable devotion to me.

□ full 満ちた，完全な
□ Unfortunately the class is already full. あいにく，そのクラスはすでに満員です。

□ unquestionable 疑う余地のない，確かな
私の犬は私に申し分なく尽くしてくれま

□ maximum 最高，最大（限）
□ This elevator holds maximum 10 people. このエレベーターは最大 10 人まで乗れる。

す。

□ without a doubt 疑問の余地もなく，間違いなく

□ more than ...

□ This is, without a doubt, the most delicious champagne. これは間違いなく最もおいし
いシャンパンです。

□ predictable

□ adequate 十分な，適切な

十分すぎるほどの食糧を持ってきました。

だいたい，おおよそ

□ This container holds 4 liters, more or less.

□ He’s so talented that I think his success is predictable. 彼はとても才能豊かですから，
成功するでしょう。

乏しい，不十分な

□ Surfers are scarce this late in the season.

□ The weather in this part of the country is unpredictable.

この地域の天候は予測できませ

ん。

この容器に入るのは 4 リットルかそこらでしょ

うね。

□ scarce

予測できない，先が読めない

シーズンも終わりに近くて，サーファーの姿はま

ばらです。

□ slightly わずかに，少し

□ ambiguous あいまいな，不明瞭な

□ I’m slightly older than she is. 私は彼女よりわずかに年上です。

□ It’s ambiguous whether it’s a man or woman’s voice.

その声が男性のものか女性のもの

か，はっきりしません。

□ empty 空の，空虚な
□ I’ve got an empty stomach; you can hear it growl.

□ up in the air 未定の
□ Our plans are still up in the air.

□ I’ve brought more than enough food.
□ more or less

予測できる，先が読める

□ unpredictable

〜以上の

空腹です，お腹が鳴っているのが聞こ

えるでしょう。
私たちの計画はまだ未定です。

□ I bet ... 確かに〜です。きっと〜です。もちろん〜です。
□ I bet he’s going to win! きっと彼が勝ちます！

□ I try and run a minimum of 20 kilometers a week. 週に少なくとも 20km は走るようにし
ています。

□ missing 欠けている，紛失した，行方不明の

UNIT 34-35............数量

□ Without that missing piece we can’t ﬁnish the puzzle.

□ a lot of ... たくさんの〜，多くの〜，多数の〜
□ Dad doesn’t like a lot of choices on the menu.

□ minimum 最低（限），最小（限）

欠けているピースが見つからなけ

れば，パズルは完成できない。
父はメニューに多くの選択肢があるのは好

みません。

□ abundant 豊富な，豊かな
□ Strawberries are abundant this time of year. 毎年，この時期はイチゴが豊富です。

□ each それぞれの，ひとつひとつの
□ I need to wrap each item individually. それぞれを個別に包装する必要があります。
□ either どちらかの
□ I’d take either one; I’m not fussy. どちらでもかまいません，こだわりませんから。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ calculate 〜を計算する

上昇する。

□ It’s difﬁcult to calculate fractions in your head. 分数の暗算は難しい。

□ range from ... to ...

□ Don’t forget to add the cost of shipping to the total.

必ず合計金額に送料を足してくださ

い。

20 万ドルから 35 万ドルの価格帯にある。

□ pay 〜を払う，与える，報いる
□ Let me pay the cab fare. タクシー代は私が払います。

□ subtract 〜を減じる，引く
□ Subtract your age from 220 to get your maximum target heart rate.

220 からあなた

の年齢を引いて，最大目標心拍数を割り出してください。

□ There’s been a serious multiple car collision on the parkway.

高速道路で何台もの車が

からむ大きな玉突き事故が発生している。

□ If I had a scale, I could divide this equally in half. はかりがあれば，これをきっちり二等分
にできるのですが。

□ expensive 高価な，費用のかかる
□ Everything in this store is expensive. この店の商品はどれも高価です。

□ I’m looking around for a cheap apartment. 安いアパートを探し回っています。

UNIT 36-38............時間

□ double 倍増する
□ My workload has doubled since we’ve downsized. 会社の人員が削減されてから，私の
仕事量は倍になりました。

□ ahead 前もって，前方に
□ I need to ﬁnd out ahead of time who is going to be there. だれがそこに行くのか，前も
って知る必要があります。

□ equal 平等な，均等な；〜に相当する，〜に等しい

□ away 遠くに，離れて，不在で

□ I divided the pie into six equal pieces. パイを 6 等分しました。

□ My birthday is only a month away. 私の誕生日まで，あとほんのひと月です。

□ close to ... 〜の近くに，〜寸前で
□ There were close to 3,000 people at the rally.

集会には 3,000 人近くが集まった。

□ accurate 正確な

□ belated 遅れた，遅ればせながらの
□ Sorry I missed your wedding; my belated congratulations! 結婚式に参列できずにごめ
んなさい。遅ればせながらおめでとう。

□ This is just an estimate; I can’t guarantee how accurate it will be.

これはあくまで見

積もりですから，どれだけ正確かは保証できません。

□ precede

〜に先行する，前にある

□ Immediately preceding meeting my new boss, I spilled coffee on myself.

おおよそ，約

新しい上

司に会う直前に，コーヒーを自分の服にこぼしてしまいました。

□ We should be landing in approximately 30 minutes. 約 30 分で着陸の予定です。
おおよその

□ succeeding 次の，後の，続いて起こる
□ In each succeeding event, the course conditions deteriorated.

□ A rough guess would be she’s about thirty-ﬁve. 大まかに見て，彼女は 35 歳前後だと思い
ます。

□ percentage

それはあまりに高すぎて買えませんでした。

□ cheap 安い，安物の

□ divide 〜を割る，分ける

□ approximately

□ cost （費用などが）かかる；価格，支出
□ It cost too much to buy.

□ multiple 複数の

□ rough

〜から〜まで及ぶ

□ Houses in that neighborhood range from $200,000 to $350,000. あの近郊の家屋は

□ add 〜を足す，追加する

回を重ねるにつれ，コ

ースの状態は悪化していった。

□ sequence 続いて起こること，ひと続きの場面
パーセンテージ，割合

□ What percentage is the sales tax there?

□ Are these pages in the correct sequence?
現地の売上税は何パーセントですか。

□ ratio 比率，割合
□ Our ratio of returned purchases goes up after the holidays.

□ in a row

このページの順序は合っていますか。

立て続けに，連続して，一列に

□ I’ve read 10 mysteries in a row.

ミステリーを 10 冊立て続けに読みました。

購入品の返品率は祝日後に
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ calculate 〜を計算する

上昇する。

□ It’s difﬁcult to calculate fractions in your head. 分数の暗算は難しい。

□ range from ... to ...

□ Don’t forget to add the cost of shipping to the total.

必ず合計金額に送料を足してくださ

い。

20 万ドルから 35 万ドルの価格帯にある。

□ pay 〜を払う，与える，報いる
□ Let me pay the cab fare. タクシー代は私が払います。

□ subtract 〜を減じる，引く
□ Subtract your age from 220 to get your maximum target heart rate.

220 からあなた

の年齢を引いて，最大目標心拍数を割り出してください。

□ There’s been a serious multiple car collision on the parkway.

高速道路で何台もの車が

からむ大きな玉突き事故が発生している。

□ If I had a scale, I could divide this equally in half. はかりがあれば，これをきっちり二等分
にできるのですが。

□ expensive 高価な，費用のかかる
□ Everything in this store is expensive. この店の商品はどれも高価です。

□ I’m looking around for a cheap apartment. 安いアパートを探し回っています。

UNIT 36-38............時間

□ double 倍増する
□ My workload has doubled since we’ve downsized. 会社の人員が削減されてから，私の
仕事量は倍になりました。

□ ahead 前もって，前方に
□ I need to ﬁnd out ahead of time who is going to be there. だれがそこに行くのか，前も
って知る必要があります。

□ equal 平等な，均等な；〜に相当する，〜に等しい

□ away 遠くに，離れて，不在で

□ I divided the pie into six equal pieces. パイを 6 等分しました。

□ My birthday is only a month away. 私の誕生日まで，あとほんのひと月です。

□ close to ... 〜の近くに，〜寸前で
□ There were close to 3,000 people at the rally.

集会には 3,000 人近くが集まった。

□ accurate 正確な

□ belated 遅れた，遅ればせながらの
□ Sorry I missed your wedding; my belated congratulations! 結婚式に参列できずにごめ
んなさい。遅ればせながらおめでとう。

□ This is just an estimate; I can’t guarantee how accurate it will be.

これはあくまで見

積もりですから，どれだけ正確かは保証できません。

□ precede

〜に先行する，前にある

□ Immediately preceding meeting my new boss, I spilled coffee on myself.

おおよそ，約

新しい上

司に会う直前に，コーヒーを自分の服にこぼしてしまいました。

□ We should be landing in approximately 30 minutes. 約 30 分で着陸の予定です。
おおよその

□ succeeding 次の，後の，続いて起こる
□ In each succeeding event, the course conditions deteriorated.

□ A rough guess would be she’s about thirty-ﬁve. 大まかに見て，彼女は 35 歳前後だと思い
ます。

□ percentage

それはあまりに高すぎて買えませんでした。

□ cheap 安い，安物の

□ divide 〜を割る，分ける

□ approximately

□ cost （費用などが）かかる；価格，支出
□ It cost too much to buy.

□ multiple 複数の

□ rough

〜から〜まで及ぶ

□ Houses in that neighborhood range from $200,000 to $350,000. あの近郊の家屋は

□ add 〜を足す，追加する

回を重ねるにつれ，コ

ースの状態は悪化していった。

□ sequence 続いて起こること，ひと続きの場面
パーセンテージ，割合

□ What percentage is the sales tax there?

□ Are these pages in the correct sequence?
現地の売上税は何パーセントですか。

□ ratio 比率，割合
□ Our ratio of returned purchases goes up after the holidays.

□ in a row

このページの順序は合っていますか。

立て続けに，連続して，一列に

□ I’ve read 10 mysteries in a row.

ミステリーを 10 冊立て続けに読みました。

購入品の返品率は祝日後に
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ era 時代，時期

□ at the same time 同時に

□ Traveling there was like stepping back into another era.

その地への旅は別の時代に逆戻

りするようなものでした。

□ They both arrived at the same time. 彼らは同時に到着した。

UNIT 39-40............方向

□ decade 10 年間
□ We’ve known each other for more than three decades. 私たちは 30 年以上の付き合い
です。

□ direction

方向

□ The cars that collided had been traveling in the opposite direction.

□ age 年齢，時代，世代；年をとる
□ I haven’t seen you for ages! ほんとうに久しぶりですね！
□ in ... days/months/years

□ movement 動き，運動
□ Loose clothing allows for greater freedom of movement.

〜日／月／年の後に

□ divert 〜をわきへそらす，方向転換する

□ on time 定刻に，間に合って

□ Our ﬂight was diverted to Montreal due to the storm. 私たちの乗った飛行機は嵐のため

□ The ﬂight was on time. フライトは定刻どおりでした。

に目的地をモントリオールに変更した。

□ in time 時間内に，間に合って
私たちは時間どおりにここに着きました。

□ on the dot きっかりに，時間どおりに

□ fast 速く；速い

□ Driving on a ﬂat, straight road for a long time can be dangerous.
□ circular

平坦でまっすぐな道

円形の，丸い

□ The stadium is 200 meters across and roughly circular in shape.

□ How fast can you have these ready? これらをどれくらいで用意できますか。
□ urgent 急を要する，緊迫した
□ She said to call her back right away. It sounded urgent.

彼女はすぐに折り返し電話して

スタジアムは直径

200 メートルのほぼ円形です。

UNIT 41-42............位置
□ location 位置，用地，野外撮影（地）

ほしいと言っていました。急ぎのようでした。

□ Which location are you at? どの場所にいるのですか。

□ right away 直ちに，すぐに，ためらうことなく

□ site 場所，用地，ウェブサイト

すぐに取りかかります。

□ This construction site is just down the road. 建設現場はこの先を行ったすぐのところです。

□ hour 1 時間，時間帯
□ Be with you in an hour.

□ ﬂat 平らな，均一の
を長時間運転するのは危険でもある。

□ We quit work at 5 o’clock on the dot. 私たちは午後 5 時ちょうどに仕事を終えます。

□ I’ll get on it right away.

ゆったりとした服だと動きや

すい。

□ The bond matures in ﬁve years. 社債は 5 年後に満期になる。

□ We got here just in time.

激突した車は，対

向車線を走っていた。

□ area

1 時間で合流します。

□ minute 分，わずかな時間
□ Security arrived within minutes. 警備員が数分のうちに来た。

□ distance 距離，隔たり
□ It was my ﬁrst marathon, but I went the full distance.

□ pass 時間を過ごす，
（時が）たつ
□ How did you pass the time? どうやって時間を過ごしたのですか。

初めてのマラソンでしたが，完走

しました。

□ far 遠くへ；遠い

□ go by 通り過ぎる，経過する
□ Barely an hour went by before we got our answer.

地域，範囲，分野

□ The whole area was ﬂooded. 地域一帯が浸水した。

答えがわかるまで 1 時間弱かかった。

□ I don’t want to move too far from downtown. 市街地からあまり遠くへ越したくありません。
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Ⅴ.........補充語彙・例文
□ era 時代，時期

□ at the same time 同時に

□ Traveling there was like stepping back into another era.

その地への旅は別の時代に逆戻

りするようなものでした。

UNIT 39-40............方向

□ decade 10 年間
□ We’ve known each other for more than three decades. 私たちは 30 年以上の付き合い
です。

□ Loose clothing allows for greater freedom of movement.

〜日／月／年の後に

ゆったりとした服だと動きや

すい。

□ divert 〜をわきへそらす，方向転換する

□ on time 定刻に，間に合って

□ Our ﬂight was diverted to Montreal due to the storm. 私たちの乗った飛行機は嵐のため

□ The ﬂight was on time. フライトは定刻どおりでした。

に目的地をモントリオールに変更した。

□ in time 時間内に，間に合って
私たちは時間どおりにここに着きました。

□ on the dot きっかりに，時間どおりに

□ ﬂat 平らな，均一の
□ Driving on a ﬂat, straight road for a long time can be dangerous.

平坦でまっすぐな道

を長時間運転するのは危険でもある。

□ We quit work at 5 o’clock on the dot. 私たちは午後 5 時ちょうどに仕事を終えます。
□ fast 速く；速い

□ circular

円形の，丸い

□ The stadium is 200 meters across and roughly circular in shape.

□ How fast can you have these ready? これらをどれくらいで用意できますか。
□ urgent 急を要する，緊迫した
□ She said to call her back right away. It sounded urgent.

彼女はすぐに折り返し電話して

スタジアムは直径

200 メートルのほぼ円形です。

UNIT 41-42............位置
□ location 位置，用地，野外撮影（地）

ほしいと言っていました。急ぎのようでした。

□ Which location are you at? どの場所にいるのですか。

□ right away 直ちに，すぐに，ためらうことなく

□ site 場所，用地，ウェブサイト

すぐに取りかかります。

□ This construction site is just down the road. 建設現場はこの先を行ったすぐのところです。

□ hour 1 時間，時間帯
□ Be with you in an hour.

激突した車は，対

□ movement 動き，運動

□ The bond matures in ﬁve years. 社債は 5 年後に満期になる。

□ I’ll get on it right away.

方向

向車線を走っていた。

□ I haven’t seen you for ages! ほんとうに久しぶりですね！

□ We got here just in time.

□ direction

□ The cars that collided had been traveling in the opposite direction.

□ age 年齢，時代，世代；年をとる

□ in ... days/months/years

□ They both arrived at the same time. 彼らは同時に到着した。

□ area

1 時間で合流します。

□ minute 分，わずかな時間
□ Security arrived within minutes. 警備員が数分のうちに来た。

□ distance 距離，隔たり
□ It was my ﬁrst marathon, but I went the full distance.

□ pass 時間を過ごす，
（時が）たつ
□ How did you pass the time? どうやって時間を過ごしたのですか。

初めてのマラソンでしたが，完走

しました。

□ far 遠くへ；遠い

□ go by 通り過ぎる，経過する
□ Barely an hour went by before we got our answer.

地域，範囲，分野

□ The whole area was ﬂooded. 地域一帯が浸水した。

答えがわかるまで 1 時間弱かかった。

□ I don’t want to move too far from downtown. 市街地からあまり遠くへ越したくありません。
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□ in front of ...

〜の前に

□ There are a lot of people in front of us.

私たちの前には大勢の人がいます。

□ in back of ... 〜の後ろに
□ Deliveries are in back of the store.

配送物は店の奥にある。

□ next to ... 〜の隣に
□ The store is next to the subway.

その店なら地下道の隣りです。
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