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本書は弊社刊『TOEFL® TEST ワードパワー 5000』を TOEFL ITP®，TOEFL iBT®
の出題傾向に即して改訂し，加筆修正したものです。
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はじめに
現在，日本で実施されている TOEFL には TOEFL iBT と TOEFL ITP があり
ます。TOEFL iBT（Internet-Based Test）は 2006 年に導入されたインター
ネット形式のテストで，「読む・聞く・話す・書く」の 4 技能の英語運用能力を
測定します。TOEFL ITP（Institutional Testing Program）は団体受験向け
のペーパー形式のテストで，過去に行った TOEFL PBT の問題を再利用してい
ます。世界中の多くの教育機関において，学内でのクラス分け，交換留学選考，
実力診断，TOEFL iBT の準備などの目的で実施されています。テスト形式に違
いはありますが，TOEFL ITP のスコアは TOEFL iBT と高い相関関係があると
言われています。
本書は TOEFL ITP TEST，TOEFL iBT TEST でのスコアアップを目指した
語彙力対策教材です。TOEFL でよいスコアを取るためには，語彙に強くなるこ
とが欠かせません。リーディング・セクション，リスニング・セクションでは重
要なキーワードの意味を知らなければ，正解にたどり着くのは困難です。TOEFL
iBT ではさらにスピーキング・セクションとライティング・セクションが加わり
ます。自分の言葉で意見や論旨を適切に表現し高得点を獲得するには，やはり語
彙力が大きな支えとなります。
本書は 5000 を超える語彙を収録しています。それに関連語彙，派生語を加
えると合計で 7000 を超える語彙を学習することができます。たくさんの語彙
を効率的に学習できるように，
「一般語彙」，
「学術語彙」，
「イディオ厶・決まり文句」
に分け，さらに「一般語彙」は難易度順に提示しています。これらの語彙は，短
期的に TOEFL の高得点を得るものだけではなく，長期的に見て海外の大学での
勉強，また日本でのハイレベルな英語学習を成功させるためのキーでもあります。
みなさんの TOEFL での幸運と将来海外で学び，さらに英語のより深い知識が
あなたの生活を豊かにすることをお祈りします。
2011 年 9 月
著者
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【装丁】山田 英春
【別売音声 CD について】
本書には別売の音声 CD6 枚組みがあります。別売 CD には「一般語彙」ランク A 〜ランク C の全
見出し語および例文（英文のみ），「［分野別］学術語彙」の全見出し語（英文のみ）が自然な速度
で収録されています。リスニング力・発音の向上や記憶の定着に，ぜひ音声教材を活用ください。
【吹き込み】 Bianca Allen
Chris Koprowski
Jessica King
別売 CD（CD6 枚組） 価格（本体 2,800 円＋税）
＊ 本書の別売音声 CD には，書名やトラック名などの文字情報は含まれておりません。本 CD をパソコンに読
み込んだ際に表示される書名やトラック名などの文字情報は，弊社の管理下にない外部のデータベースを参
照したものです。あらかじめご了承ください。
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本書の使い方
● 本書の構成
本書は「一般語彙」，「学術語彙」，「イディオ厶・決まり文句」の 4 つのセクショ
ンで構成されています。
一般語彙（3120 語）
ITP スコアレベル

iBT スコアレベル

ランク A（Group1-10）

500

61

ランク B（Group11-20）

550

80

ランク C（Group21-31）

600

100

［分野別］学術語彙（1500 語）
［頻出］イディオ厶・決まり文句（500 語）

● 学習の進めかた
1. 「一般語彙」のセクションは，英語でもっとも広く使用されている語彙を書き
ことば，話しことばの両方の頻度分析に従って挙げています。これらは 3 つ
のランク（ランク A 〜ランク C）に分かれており，少しずつ難易度が上がっ
ていきます。したがって、低いレベルほど使用頻度は高くなり，学習する価
値が大きくなります。グループ 1 から順に覚えていきましょう。
2. すでに基礎的な語彙力がある場合，ランク B（難易度が中程度の単語）から
始め，そしてその後復習のためにランク A に戻ってください。語彙力のすき
間をなくす意味でも，基礎的な単語をすべて学習してください。
3. 一般語彙の学習が終了したら，「［分野別］学術語彙」へ進んでください。こ
こでは生物学，美術，経済学から音楽まで，24 の分野に分かれています。
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各分野内は，より効果的な学習ができるように，関連する語彙がグループ化
されています。TOEFL ITP，TOEFL iBT にはいろいろな分野を題材にした
問題がでますので，これからすべてが知っておく必要のある専門用語です。
4. 最後に「［頻出］イディオ厶・決まり文句」に進んでください。これらは
TOEFL に登場するもっとも一般的な 500 のイディオ厶です。ここでは yes
を表す 30 以上のイディオ厶， no

を表す 60 のイディオ厶，そして他の

多くの英語の基本イディオ厶を収録しています。これらは TOEFL のリスニ
ング部分で繰り返し使われているため，特に重要なのです。
補足 :
● 一般語彙を学習するときは，必ず各単語の例文を読んでください。文脈での単語の意味を
知り，その正しい使用法を理解するうえで，とても役立ちます。
● 可能であれば，一般語彙の派生語を同時に学習してください。例えば， social
語を覚えるだけでなく， sociable ， society
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summer.
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� 変化，小銭，釣り銭 � 〜を変える・変わ
る ☞�����������（変えられる）
変化は人生をおもしろくします。
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� 日付 � 日付を記入する
約束の日付を確認してください。

� 〜を発表する，提出する，上演［放送］する，
贈呈する ☞�������������（発表，上演）
ダンス部はこの夏ショーを行います。
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The professor’s ideas were shaped by his
study and experience.

� ���������

教授の考えは自己の研究と経験から形づくられたも
のだった。
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� ����������������

� 太った，肥満した，脂肪の多い，油っこい
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� ������������������������
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私はちょっと太っているので減量しなければなりま
せん。
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といった関連語も一緒に覚えましょう。
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I’m a little fat and need to lose weight.

約束の日付を確認してください。

派生語，関連語

� 〜を発表する，提出する，上演［放送］する，
贈呈する ☞�������������（発表，上演）
ダンス部はこの夏ショーを行います。

� 〜を形づくる・具体化する � 形，姿，状
態
教授の考えは自己の研究と経験から形づくられたも
のだった。

� 太った，肥満した，脂肪の多い，油っこい
私はちょっと太っているので減量しなければなりま
せん。
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�（会社などの）部門，部，課，省庁，（百貨
■� ������������������������
店の）売場

Disc 1
02

GROUP 1
■

change [tSEin∂Z]

Change makes life interesting.

■

date [dEit]

Please check the date of your appointment.

■

present [prizEnt]

The dance club will present a show this
summer.
■

shape [SEip]

The professor’s ideas were shaped by his
study and experience.
■

fat [fQt]

I’m a little fat and need to lose weight.

■

department [dipX…®tmynt]

The printing department does all of the
photocopying.
■

even [I…vn]

Two, four, and six are all even numbers.

■

huge [hjU…dZ]

The rich man had a huge house.

A 変化，小銭，釣り銭 S 〜を変える・変わ
る ☞ changeable（変えられる）
変化は人生をおもしろくします。

A 日付

S 日付を記入する

約束の日付を確認してください。

S 〜を発表する，提出する，上演［放送］する，
贈呈する ☞ presentation（発表，上演）
ダンス部はこの夏ショーを行います。

S 〜を形づくる・具体化する
態

A 形，姿，状

教授の考えは自己の研究と経験から形づくられたも
のだった。

D 太った，肥満した，脂肪の多い，油っこい
私はちょっと太っているので減量しなければなりま
せん。

A（会社などの）部門，部，課，省庁，
（百貨
店の）売場
印刷課がすべてのコピー取りをします。

D 同等の，同一の，対等の，公平な，平らな，
水平な，偶数の
2，4，6 はすべて偶数です。

D 巨大な，莫大な，非常な
その裕福な男は大きな家を持っていた。
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GROUP 1

count [kAunt]

You can count on me to help you.

shine [SAin]

The moon shines brightest when it is full.

■

shut [S?t]

Please shut the door when you leave.

■

save [sEiv]

Try to save as much money as possible.

■

discover [disk?vy®]

Every biologist dreams of discovering a new
species.
■

meal [mI…l]

Most people eat three meals a day.

■

mistake [mistEik]

Without some mistakes there is no learning.

■

market [mX…®kit]

The Chinese market continues to expand.

手伝うので私を頼ってください。

ランクA

■

S 重要である，数える・〜を計算する《count
on ...》で〜に頼る

S 光る，輝く，異彩を放つ，目立つ，すぐれ
る
月は満月のときもっとも明るく輝く。

S 〜を閉める・閉まる

D 閉じた

出るときはドアを閉めてください。

S 〜を救う，
（金を）蓄える，取っておく，
（出
費など）を省く・貯金する
できるだけお金を節約するよう心がけなさい。

S 〜を発見する，〜であることがわかる

☞ discovery（発見）

生物学者はみな新種を発見することを夢見る。

A 食事
ほとんどの人は一日に 3 度の食事をとる。

A 誤り，間違い

S 誤解する，間違える

間違いがなければ学びもない。

A 市場
中国市場は拡大し続けている。
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一般語彙

■

Disc 1
03

■

quarter [kwC…®ty®]

A quarter of the budget was used for travel
expenses.
■

blow [blOu]

The wind blows hard during a storm.

■

sign [sAin]

Please sign your name on the application
form.
■

return [ritY…®n]

The investor wanted a high return on his
investment.
■

train [trEin]

A medical student is trained for many years
before becoming a doctor.
■

rule [rU…l]

The king ruled the country wisely and fairly.

■

plant [plQnt]

The company built a new manufacturing plant.

■

taste [tEist]

The woman has excellent taste in clothes.

A 四半期，4 分の 1，15 分，25 セント硬貨，
住居，地域 ☞ quarterly（四半期に〔の〕）
予算の 4 分の 1 は出張費に使われた。

S（風が）吹く，息を吹く・〜を吐く，吹き
つける
嵐のときには強い風が吹きます。

S 〜に署名する・署名する

☞ signature（署名）

申込用紙に署名してください。

A 帰ること，返却，申告書，収益
〜を返却する

S 戻る・

投資家は投資に対して高い利益を望んだ。

S 〜を教育する，しつける，訓練する・鍛え
る ☞ training（訓練）
医学生は医者になるまでに何年も訓練を受ける。

S 〜を定める，裁定する，支配［統治］する

☞ ruling（支配）

王は国を賢明かつ公正に統治した。

A 工場（設備），機械一式，植物
える，置く・種をまく

S 〜を植

その企業は新しい製造工場を建設した。

A 味覚，味，好み，嗜好 S 味がする・〜を味
わう ☞ tasty（おいしい），tasteful（趣味のよい）
その女性は服の趣味が非常によい。
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GROUP 1

chief [tSI…f]

The leader of a group or tribe is called a chief.

level [lEvl]

It’s easier to build a house on level ground.

■

pool [pU…l]

The rain left pools of water in the street.

■

neighbor [nEiby®]

The neighbors held a party.

■

quiet [kwAiyt]

It’s nicer to study in a quiet place.

■

post [pOust]

The notice was posted on the webpage.

■

empty [Emπti]

The bottle was empty.

■

dangerous [dEin∂Z¥rys]

Some cities are dangerous at night.

☞ chiefly（おもに）

集団や部族の長は chief と呼ばれる。

A 水平，一様，標準，レベル

ランクA

■

A 責任者，支配者，局［部／課／所］長
一般語彙

■

D 水平な

平地に家を建てるほうが簡単だ。

A 水たまり，要員，共同資金［施設］
，企業連
合
雨は道に水たまりを残した。

A 隣人

☞ neighborhood（近所）
隣人がパーティーを開いた。

D 静かな，穏やかな
かにさせる・静まる

A 静けさ

S 〜を静

静かな場所のほうが勉強にはよい。

S 〜を掲示［告示］する
その知らせはウェブページに告知された。

D 空の，人のいない，空虚な

☞ emptiness（空，空虚）
ビンは空だった。

D 危険な，あぶない

☞ danger（危険）

一部の都市は，夜は危険である。
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Disc 1
04

■

wise [wAiz]

It is wise to start saving money early for
retirement.
■

delicious [dilISys]

To be delicious, food must be carefully
prepared.
■

proud [prAud]

The father was proud of his daughter’s
success.
■

list [lIst]

List the things you need to do today.

■

order [C…®dy®]

The boy ordered a pizza for lunch.

■

square [skwEy®]

The office building was laid out in a perfect
square.
■

flat [flQt]

The flat plains stretched away as far as the
eye could see.
■

rise [rAiz]

A rise in prices means an increase in inflation.

D 賢い，思慮［分別］のある，博識の

☞ wisdom（知恵，賢明）

退職に備えて早くからお金を貯め始めるのは賢い方
法だ。

D 味［香り］のよい，おいしい
おいしくするには食事は入念に準備しなくてはなら
ない。

D 誇り高い

☞ pride（自尊心）
父は娘の成功を誇りに思った。

S 〜を列挙する，一覧表にする，
（株など）を
上場する・カタログに載っている
今日やらなければならないことを列挙しなさい。

S 〜を注文する，命じる・命令する A 注文，
命令，順番 ☞ orderly（順序正しい〔正しく〕）
少年は昼食にピザを頼んだ。

A 正方形

D 平方の，二乗の，四角の

そのオフィスビルは正方形に設計されていた。

D 平らな，均一の，きっかりの，気の抜けた，
単調な
見渡す限り平らな平原が広がっていた。

A 上がること，増加
起きる・〜を上げる

S 上がる，発生する，

価格の上昇はインフレーションの進行を意味します。
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GROUP 1

excuse [ikskjU…z]

The man apologized and asked the woman to
excuse his behavior.

shake [SEik]

The bartender shook the cocktail before
pouring it into the glass.
■

goal [gOul]

The goal of this book is to increase your
TOEFL vocabulary.
■

skin [skIn]

The skin protects the body.

■

smell [smEl]

The flower smells good.

■

memory [mEm¥ri]

A good memory is useful for remembering
vocabulary.
■

gas [gQs]

When the price of oil rises, so does the price
of gas.
■

hobby [hXbi]

Music and sports are popular hobbies.

男性は謝り，女性に自分の行動を許してくれるよう
頼んだ。

ランクA

■

S 〜を許す，大目に見る，
（義務を）免除する，
弁解する ☞ excusable（許される）

S 〜を振る・揺れる，振動する
バーテンはグラスにそそぐ前にカクテルを振った。

A 目標，目的（地），ゴール
この本の目的はあなたの TOEFL 用の語彙を増やす
ことです。

A 皮膚，皮
皮膚は体を保護します。

S 〜のにおいがする，感づく，においをかぐ
その花はいいにおいがする。

A 記憶（力），思い出

☞ memorize（〜を記憶する）
記憶力の良さは語彙を覚えるのに役に立つ。

A 気体，ガス，ガソリン

☞ gasoline（ガソリン）

石油の値段が上がるとガソリンの値段も上がる。

A 趣味，道楽
音楽とスポーツは一般的な趣味です。
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一般語彙

■

Disc 1
05

■

interest [Int¥ryst]

Try to major in the subject that most interests
you.
■

matter [mQty®]

This is a matter of extreme importance.

■

laugh [lQf]

The funny joke made us laugh.

■

join [dZCin]

We tried to get new members to join our club.

■

fast [fQst]

Please get this done as fast as possible.

■

billion [bIljyn]

A billion dollars is a lot of money.

■

land [lQnd]

The plane will soon land at the airport.

■

record [rikC…®d]

Please keep a record of your expenses.

A 関心，利益，利子，重要性 S 〜に興味を
起こさせる ☞ interesting（おもしろい）
もっとも興味を引く科目を専攻にしなさい。

A 問題，事
なる

S 重大［重要］である，問題と

これはきわめて重大な問題です。

S（声をたてて）笑う

A 笑い（声）

☞ laughter（笑い〔声〕）

おかしな冗談に私たちは笑った。

S 結合する［させる］，加わる，入会する
私たちは部に新しい部員を入れようとした。

D 速い，固着した

F 速く，しっかりと

できるだけ早くこれを仕上げてください。

A10 億
10 億ドルは大金です。

S 〜を上陸させる・（荷物など）を下ろす・上
陸［着陸］する A 土地，陸地
飛行機はまもなく空港に着陸します。

S 〜を記録する，録音［録画］する
[rEky®d] A 記録，登録
支出の記録を付けておいてください。
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GROUP 1

familiar [fymIljy®]

Everyone was familiar with the popular song.

citizen [sItizn]

A passport indicates one is a citizen of a
particular country.
■

quiz [kwIz]

The teacher gave the students a brief quiz.

■

labor [lEiby®]

Labor can be physical or mental.

■

sort [sC…®t]

Please sort these words in alphabetical order.

■

official [yfISl]

On an official holiday, everyone is given the
day off.
■

intelligent [intElidZ¥nt]

Humans are considered the most intelligent of
all animals.
■

block [blXk]

The tall apartment building blocked the
sunlight from the old houses.

誰もがそのポップスの曲に馴染みがあった。

ランクA

■

D（物事を）熟知している，親しい，よく知
られている，珍しくない ☞ familiarity（熟知）

A 公民，国民，市民

☞ citizenship（市民権）
パスポートは，特定の国の国民であることを示すも
のです。

A 小テスト，クイズ
教師は学生に小テストを行った。

A 労働，（骨の折れる）仕事 S（骨折って）
働く，精を出す ☞ laborer（労働者）
労働には肉体的なものと精神的なものがあります。

S 〜を分類する，区分けする・調和する
A 種類，分類
これらの単語をアルファベット順に並べ替えてくだ
さい。

D 公式の，職務上の A 公務員，政府高官，
当局 ☞ officially（公式に）
公的な祝日には誰もが休みを取る。

D 知性のある，頭のよい，
《電算》情報処理能
力を持つ ☞ intelligence（知性，理解力）
人間はすべての動物の中で，もっとも知性が高いと
考えられている。

S（道など）をふさぐ，妨げる
障害

A 塊，妨害，

高層アパートが古い家への日ざしをさえぎった。
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一般語彙

■

Disc 1
06

■

temple [tEmpl]

Many people visit the famous temples of
Kyoto.
■

subject [s?bdZekt]

What subject are you majoring in?

■

probably [prXbybli]

We haven’t decided yet but we’ll probably go
out for dinner tomorrow night.
■

pupil [pjU…pl]

There were twenty pupils in the class.

■

board [bC…®d]

A retired government official was named to
the company’s board.
■

drill [drIl]

Our school holds a fire drill once a month.

■

social [sOuSl]

Social animals live in groups and interact with
each other.
■

native [nEitiv]

Is this plant native or foreign?

A 寺院，聖堂，会堂
多くの人が京都の有名な寺院を訪れます。

A 主題，問題，学科
る

D 受けやすい，服従す

何の科目を専攻していますか。

F たぶん，十中八九は

☞ probability（見込み），probable（〜しそうな）
まだ決めていませんがたぶん明日の夜は食事に出か
けます。

A 生徒，児童，教え子
そのクラスには 20 人の生徒がいた。

A 重役（会），委員（会） S 〜に乗り込む
元政府高官が社の役員に任命された。

A 訓練，ドリル
あける

S 〜を教え込む，〜に穴を

私たちの学校では月に一度防火訓練をします。

D 社会の，社会的な，社交的な，うちとけた

☞ socialize（社会〔主義〕化する），society（社会）
社会的な動物は集団で生活し，相互に関わりを持つ。

D 出生地の，母国の
の人

A 〜生まれの人，土地

この植物は国産ですか，外国産ですか。
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GROUP 1

attention [ytEnS¥n]

Please pay careful attention to what I say.

tool [tU…l]

The Internet is a powerful tool for gathering
information.
■

possibility [p˛sybIlyti]

According to the weather report, there is a
possibility of rain tomorrow.
■

follow [fXlou]

Choose a good leader to follow.

■

local [lOukl]

The local people opposed the new power
plant.
■

beauty [bjU…ti]

The beauty of the landscape attracted many
tourists.
■

hide [hAid]

The woman hid the money in the mattress.

■

private [prAivyt]

The governor decided to live in his private
home rather than the official residence.

☞ attentive（注意深い）
私の言うことによく注意してください。

ランクA

■

A 注意（力），配慮

一般語彙

■

A 道具，工具
インターネットは情報を集めるのに強力な道具です。

A 可能性，見込み，起こりうること

☞ possible（可能な）

天気予報によれば明日は雨の見込みだ。

S 〜の次にくる，〜に従う・ついて行く，続
く
ついて行くのによい指導者を選びなさい。

D 場所の，地元の，（電話が）市内通話の，各
駅停車の
地元の人々は新しい発電所に反対した。

A 美しさ，美

☞ beautiful（美しい）
景色の美しさは多くの旅行客を魅了した。

S 〜を隠す・隠れる
女性はマットレスにお金を隠した。

D 個人に関する，個々の，内密な，非公式の，
私有の，私立の ☞ privacy（プライバシー）
知事は公邸ではなく自分個人の家に住むことに決め
た。
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Disc 1
07

■

coal [kOul]

Coal is burned for fuel.

■

coach [kOutS]

The coach yelled to his players to try harder.

■

discount [dIskaunt]

During the sale, the store offered a 20 percent
discount on all merchandise.
■

disappear [dˆsypIy®]

The sun disappeared behind large clouds.

■

admire [ydmAiy®]

Young basketball players admire professional
players.
■

normal [nC…®ml]

A normal university student graduates in four
years.
■

flow [flOu]

The river flowed into the sea.

■

branch [brQntS]

A new branch office of the bank is being built
by the train station.

A 石炭
石炭は燃えて燃料となる。

A コーチ，監督，バス
コーチは選手たちにもっとがんばるよう叫んだ。

A 割引（額） S 〜を割り引く・価値を下げ
る
セール期間中，店は全商品を 2 割引にした。

S 見えなくなる，姿を消す

☞ disappearance（消失，消滅）
太陽は大きな雲の陰に隠れた。

S 〜を賞賛する，高く評価する，〜に感心［感
嘆］する ☞ admirable（賞賛に値する）
若いバスケット選手はプロの選手を尊敬している。

D 標準の，正規の，正常な

☞ abnormal（異常な）

ふつうの大学生は 4 年間で卒業する。

S 流れる，殺到する
量

A 流れ，流出［流入］

川は海に流れ込んでいた。

A 支社，支店，部門，支流，枝
銀行の新しい支店が駅の近くに建設されている。
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GROUP 1

successful [syksEsfl]

The student was successful in passing the
university entrance exam.

garage [gyrX…∂Z]

Please park the car in the garage.

■

reasonable [rI…znybl]

The president had a reasonable plan.

■

bend [bEnd]

I had to bend over to pick up the pencil from
the floor.
■

curve [kY…®v]

The road had a large curve where it went
around the mountain.
■

peaceful [pI…sfl]

The UN seeks a peaceful resolution to
conflicts.
■

example [igzQmpl]

A good explanation will include concrete
examples.
■

shock [SXk]

The man’s sudden death was a shock to
everyone.

☞ succeed（成功する），success（成功）
その生徒は大学の入学試験に受かった。

ランクA

■

D 成功した，うまくいく

一般語彙

■

A 車庫，ガレージ，自動車修理工場
車をガレージに停めてください。

D 道理に合った，筋の通った，
（価格が）手ご
ろな ☞ reason（理由，道理）
社長は無理のないプランを持っていた。

S 〜を曲げる・曲がる，かがむ
床から鉛筆を拾うのに私はかがまなければならな
かった。

A 曲線，湾曲部
山にさしかかると道は大きくカーブした。

D 平和な，穏やかな，温和な

☞ peace（平和）

国連は紛争に平和的な解決を求めます。

A 例，見本，手本
よい説明には具体例が含まれています。

A 衝撃

S 〜に衝撃を与える，〜を驚かせる

☞ shocking（衝撃的な）

男性の急死はみんなに衝撃を与えた。
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Disc 1
08

■

balance [bQlyns]

The company balanced its budget by cutting
its expenses.
■

grammar [grQmy®]

Grammar reveals the structure of language.

■

pain [pEin]

Many people suffer from back pain.

■

hire [hAiy®]

The company hired 20 of the new applicants.

■

precious [prESys]

Gold is the most precious metal.

■

gentle [dZEntl]

The mother’s gentle touch calmed her child.

■

broadcast [brC…dkŒst]

The news is broadcast every evening at ten.

■

own [Oun]

Most people would like to own a house.

S 釣り合いを取る

A 残高，差額，均衡

その会社は支出を削ることで予算の均衡をとった。

A 文法，語法

☞ grammatical（文法的な）
文法は言語の構造を解き明かします。

A 苦痛，痛み，骨折り

☞ painful（痛い）

多くの人が背中の痛みに苦しんでいる。

S 〜を雇用する，賃借りする
同社は新たな応募者の中から 20 人を採用した。

D 貴重な，高価な，大切な
金はもっとも高価な金属です。

D（気質が）温和な，やさしい

☞ gently（や

さしく，しつけよく）
，gentility（上品さ）

母が優しく触れると子供はおとなしくなった。

S 〜を放送する・放送する

A 放送（番組）

ニュースは毎晩 10 時に放送される。

S 〜を所有する

D 自分自身の

☞ owner（所有者）

ほとんどの人が自分の家を持ちたいと考えている。
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GROUP 1

cycle [sAikl]

An economy strengthens and weakens in
cycles.

warning [wC…®niN]

The police officer gave the driver a warning to
drive more carefully.
■

planet [plQnyt]

The nine planets revolve around the sun.

S 循環する・〜を循環

景気は周期的に上下します。

ランクA

■

A 循環（期），周期
させる

一般語彙

■

A 警告，警報

☞ warn（〜に警告する）
警官はドライバーにもっと注意して運転するよう警
告を与えた。

A 惑星

☞ planetary（惑星の）
9 つの惑星が太陽の周りを回っている。
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Disc 1
09

GROUP 2
■

fault [fC…lt]

An accident means it’s not anybody’s fault.

■

proper [prXpy®]

A sick person needs proper medical care.

■

float [flOut]

The boat floated on the water.

■

charge [tSX…®dZ]

The monthly charge for a telephone depends
upon how much you use it.
■

lie [lAi]

method [mETyd]

Which research method should we choose for
this experiment?
■

duty [d∆U…ti]

It is the duty of parents to protect their
children.
■

☞ faulty（欠点のある）

事故とは誰のせいでもないということです。

D 適切な，正しい

☞ propriety（適正，礼儀

正しさ）
，improper（不適切な）

病気の人は適切な治療が必要です。

S 浮く，浮かぶ，漂う・〜を浮かべる
ボートが水辺に漂っていた。

A 料金，責任，告発 S（料金）を請求する，
責任を負わせる・〜を非難する
月々の電話料金は使用量で決まる。

S 横たわる，位置する，存在する

Great difficulties still lie ahead.

■

A 欠点，短所，誤り，過失（の責任）

style [stAil]

The author had a fine writing style.

まだ大きな困難が残っている。

A 方法，手順

☞ methodical（方法の，秩序立った）
この実験にはどの調査方法を使えばよいでしょうか。

A 義務，任務，（関）税
子供を守るのは親の義務です。

A 様式，方法，スタイル
作者はすぐれた作風を持っていた。
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GROUP 2

puzzle [p?zl]

The girl was puzzled at why the computer
wouldn’t work properly.

proof [prU…f]

An academic argument requires proof and
evidence.
■

arrange [yrEin∂Z]

The woman arranged the flowers in a vase.

■

destroy [distrCi]

The hurricane destroyed the houses next to
the beach.
■

battle [bQtl]

The two armies fought a great battle.

■

lift [lIft]

The movers lifted the sofa and put it in the
van.
■

solid [sXlid]

The mountain was made of solid rock.

■

waste [wEist]

Work hard and don’t waste your time.

A 当惑，混乱

☞ puzzling（当惑させる）

なぜコンピュータが正しく動かないのか少女は悩ん
だ。

ランクA

■

S 〜を当惑させる，悩ます

A 証拠，証明
学術的議論には証拠と証明が必要だ。

S 〜を整える，〜の手配をする，〜を打ち合
わせる ☞ arrangement（整理，手配）
女性は花瓶に花を生けた。

S 〜を破壊する，破棄する，だいなしにする
ハリケーンは海辺の家々を破壊した。

A 戦い，戦闘

一般語彙

■

S 戦う

二つの軍は激しい戦闘を繰り広げた。

S 〜を持ち上げる，解除する・持ち上がる
A 持ち上げること
引っ越し業者はソファを持ち上げバンに運んだ。

D 固体の，かたい，（財政的に）堅実な
完全に ☞ solidity（固体性）

F

その山はかたい岩でできている。

S 〜をむだにする，浪費する

☞ wasteful（むだな）

A むだ，浪費

一生懸命働いて時間をむだにしないようにしなさい。
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Disc 1
10

■

standard [stQndy®d]

The standards for air quality differ from state
to state.
■

report [ripC…®t]

You may hand in the final report on the last
day of class.
■

practical [prQktikl]

English is a practical language for
international communication.
■

ceiling [sI…liN]

The ceiling was three meters above the floor.

■

correct [kyrEkt]

Please correct my mistakes in English.

■

produce [pryd∆U…s]

The new factory will produce computer chips.

■

nation [nEiS¥n]

The nations of Europe have joined to form the
European Union.
■

bright [brAit]

The bright sun shone in the blue sky.

A 標準，基準，規格

☞ standardize（〜を規格化する）
空気環境の基準は州によって異なります。

A 報告，レポート S 〜を報告［報道］する，
知らせる ☞ reportedly（伝えるところによれば）
最終レポートは授業の最終日に提出してもいいです
よ。

D 実際的な，実用的な，役に立つ

☞ impractical（非実用的な）

英語は国際コミュニケーションで実用的な言語だ。

A 天井，最高限度
天井は高さ 3 メートルだった。

S 〜を正す，訂正する D 正しい，間違いの
ない ☞ correction（訂正），incorrect（間違った）
私の英語の間違いを正してください。

S 〜を生産する，製造する [prOud∆u…s] A 生
産量，農産物，成果 ☞ production（生産，製品）
新工場はコンピュータチップを製造する予定です。

☞ national（国民の），
nationality（国籍，国民性）
A 国家，国民，民族

ヨーロッパの国々は連帯し欧州連合を形成した。

D 明るい，晴朗な，鮮やかな，快活な，頭の
よい ☞ brightness（明るさ）
青空にまぶしい太陽が輝いていた。
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GROUP 2

electricity [il´ktrIsyti]

To save electricity, turn off the lights when you
leave the room.

fuel [fjU…yl]

Engines need fuel, such as gasoline, in order
to run.
■

spirit [spIryt]

When the girl died, her spirit went to heaven.

■

capital [kQpytl]

The company needed capital to build another
factory.
■

track [trQk]

The firm’s accountant kept track of expenses.

■

equal [I…kw¥l]

Both men and women should have equal
rights.
■

gather [gQDy®]

A crowd gathered to watch the fight.

■

lock [lXk]

Lock the door when you leave.

☞ electric（電気の）

電気を節約するために，部屋を離れるときは明かり
を消しなさい。

A 燃料

ランクA

■

A 電気，電流，興奮，熱狂

S 燃料を供給［補給］する

エンジンを動かすためにはガソリンなどの燃料が必
要です。

A 精神，心，勇気

☞ spiritual（精神的な）
少女は死んで魂は天国へ行った。

A 資本（金），首都，大文字

☞ capitalism（資本主義），capitalist（資本家）
その会社はもうひとつ工場を建設する資本を必要と
していた。

A 通った跡，コース，競走路
その会社の会計士は支出の記録をつけていた。

D 等しい，同等の，対等の，均等な A 同等
の人 ☞ equalize（〜を等しくする）
男も女も同等な権利を持つべきです。

S 集まる・〜を集める
けんかを見ようと群衆が集まった。

S 〜に錠をおろす，〜を閉じる，固定する・
錠がかかる A 錠
出るときはドアに鍵をかけなさい。
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一般語彙

■

Disc 1
11

■

firm [fY…®m]

The woman got a job with a large firm.

■

mass [mQs]

A mass of people crowded into the theater.

■

priest [prI…st]

The priest performed the wedding in the
church.
■

furniture [fY…®nitSy®]

We need to buy some new furniture for the
living room.
■

backward [bQkwy®d]

In order to park, the car had to go backward
into the parking space.
■

weight [wEit]

Go on a diet if you want to lose weight.

■

responsible [rispXnsybl]

The students were responsible for cleaning
the classroom.
■

provide [pryvAid]

Food provides nourishment for the body.

A 会社，企業

D 固い，安定した

☞ firmly（固く），firmness（固さ）
女性は大企業の仕事を得た。

A 集団，多量，大きさ
る］

S 〜を集合させる［す

大量の人が劇場に群がった。

A 司祭，聖職者
司祭は教会で結婚式をとり行った。

A 家具
私たちは居間に新しい家具を買う必要があります。

F 後ろ向きに，後方に

D 後方の

車を停めるには駐車場にバックで入らなければなら
なかった。

A 重さ，重量，体重，重り

☞ weigh（重さが〜である，重要視する）
体重を落としたければダイエットをしなさい。

☞ responsibility（責任），
irresponsible（無責任な）
D 責任のある

クラスの掃除は生徒の仕事だった。

S 〜を供給［提供］する，用意する，規定する・
備える ☞ provision（供給，準備）
食料は体に栄養を供給します。
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GROUP 2

tail [tEil]

We are at the tail end of the meeting and
should finish soon.

scream [skrI…m]

The woman screamed for help.

■

fellow [fElou]

You can learn a lot from your fellow students.

■

rough [r?f]

The road was rough and bumpy.

■

male [mEil]

The male lion is usually slightly larger than the
female.
■

female [fI…meil]

The number of female workers is increasing.

■

repeat [ripI…t]

Could you repeat what you said because I
didn’t understand it?
■

sight [sAit]

The view of the ocean was a beautiful sight.

会議は終盤なのでまもなく終了するだろう。

S 叫ぶ，悲鳴を上げる

ランクA

■

A 尾，しっぽ，（シャツの）裾，末尾

一般語彙

■

A 絶叫，悲鳴

女性は助けを求めて悲鳴をあげた。

D 仲間の，同僚［同業］の
僚

A 男，仲間，同

同級生からは多くのことを学べます。

D ざらざらした，乱暴な，粗い，概算の，険
しい
道は荒れてでこぼこだった。

D 男性の，雄の

A 男性，雄

雄のライオンはふつう雌よりも若干大きい。

D 女性の，雌の

A 女性，雌

☞ feminist（男女同権主義者）
女性労働者の数は増えている。

S 〜を繰り返して言う，繰り返す

☞ repetition（反復）

理解できなかったのでもう一度繰り返していただけ
ますか。

A 視力，見ること，視界，光景，名所
海の眺めはすばらしい光景だった。
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Disc 1
12

■

positive [pXzytiv]

Due to the man’s positive contribution to the
company, he was promoted.
■

heat [hI…t]

Heat up the water to make some tea.

■

figure [fIgjy®]

The problem is complex and therefore it is
difficult to figure out the solution.
■

educate [EdZyk´it]

The duty of a teacher is to educate students.

■

result [riz?lt]

The scientists announced the result of the
experiment.
■

stair [stEy®]

Walk up the stairs to my apartment.

■

package [pQkidZ]

I mailed the package at the post office.

■

vote [vOut]

From the age of twenty, Japanese can vote in
elections.

D 明確な，確信している，肯定的な，積極的
な ☞ positively（明確に，肯定的に）
男性は社への積極的な貢献から昇進した。

S 熱する，暖める

A 熱，高温

お茶を入れるのにお湯を沸かしてください。

A 数字，姿

S 計算する，想像する，思う

問題は複雑で，解決策を考えるのは難しい。

S 〜を教育する，育成する，訓練する

☞ education（教育），educational（教育の）
教師の職務は生徒を教育することです。

A 結果，成績

S 結果として生じる

科学者は実験の結果を発表した。

A（階段の）一段，階段
アパートまで階段を歩いて上がってください。

A 包み，小包，一括取引［法案］
私は郵便局で小包を送った。

S 投票する

A 票決，投票

☞ voter（投票者，有権者）

日本人は 20 歳から選挙で投票ができる。
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GROUP 2

position [pyzIS¥n]

Having made a lot of money, the company
was in a comfortable financial position.

policy [pXlysi]

The prime minister announced a new
economic policy.
■

suffer [s?fy®]

The accident victim suffered a lot of pain.

■

bit [bIt]

I like a bit of milk in my coffee.

■

comfortable [k?mftybl]

It was a comfortable room with a large window
and soft sofa.
■

similar [sIm¥ly®]

The menus at the two French restaurants are
very similar.
■

purpose [pY…®pys]

The proposal should include the purpose of
the project.
■

problem [prXblym]

Think over possible solutions to the problem.

同社は大きく利益を上げたので，財政的に良好な状
態にあった。

ランクA

■

A 位置，場所，立場，境遇，地位，職

A 政策，方針，保険証券［証書］
首相は新しい経済政策を発表した。

S（苦痛，損害など）をこうむる・苦しむ，
患う
事故の被害者はひどい痛みに苦しんだ。

A 少し，わずか
私はコーヒーに少しだけミルクを入れるのが好きで
す。

D（住居などが）快適な，気持ちのよい，
（収
入などが）十分な ☞ comfort（慰め，楽しみ）
そこは大きな窓とふかふかのソファのある快適な部
屋でした。

D 類似した，同様の

☞ similarity（類似〔性〕），dissimilar（異なる）
二軒のフレンチレストランのメニューはとても似て
いる。

A 目的，意図，趣旨，意味

☞ purposeful（目的のある）
提案にはプロジェクトの目的も含まれるべきだ。

A 問題，難問，課題，扱いにくい人物

☞ problematic（問題のある）

問題を解決できる方法を考えなさい。
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一般語彙

■

Disc 1
13

■

contain [kyntEin]

The letter contained important information.

■

depth [dEpT]

The depth of the lake is approximately 10
meters.
■

grade [grEid]

The student passed third grade and entered
fourth.
■

crew [krU…]

The crew of the airplane welcomed the
passengers.
■

remain [rimEin]

Will you remain at home during summer
vacation?
■

industry [Indystri]

A rise in oil prices means more profits for the
oil industry.
■

freedom [frI…dym]

Released from the jail, the prisoner gained his
freedom.
■

salary [sQl¥ri]

The employees receive their salaries on the
20th of every month.

S 〜を含む，（怒りなど）を抑える，阻止する

☞ containment（包含，抑制）

手紙には重要な情報が含まれていた。

A 深さ，深み，奥行き
湖の深さは約 10 メートルです。

A 等級，程度，（小・中・高校の）学年，成績
S 等級付けする
生徒は 3 年生を終え，4 年生となった。

A《集合的に》乗組員，搭乗員，作業グループ，
仲間
飛行機の乗務員は乗客を歓迎した。

S 残る，留まる，〜のままである

☞ remainder（残り）

夏休みの間は家にいる予定ですか。

A 産業（界），（製造）工業，勤勉

☞ industrial（産業の），industrious（勤勉な）
石油の価格上昇は石油産業により多くの利益をもた
らす。

A 自由（な状態），独立，自主性，免除

☞ free（自由な）

囚人は刑務所から釈放され自由を得た。

A（会社員などの）給与
社員たちは毎月 20 日に給料を受け取る。
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GROUP 2

choice [tSCis]

Students have a wide choice of clubs to join.

passenger [pQs¥n∂Zy®]

All passengers should have tickets.

■

trade [trEid]

Trade among nations is the most important
exchange in the global economy.
■

material [mytI¥riyl]

Builders use a variety of materials to
construct a house.
■

process [prXses]

Founding a company is a complicated process
which involves a lot of paperwork.
■

limit [lImit]

The library has a 14-day limit for borrowing
books.
■

load [lOud]

The truck carried a heavy load.

■

completely [kymplI…tli]

The student completely forgot about his
homework.

☞ choose（選ぶ）

生徒たちの参加するクラブは種類が豊富にある。

ランクA

■

A 選択，選択の範囲［種類］
，選ばれたもの

A 乗客
乗客は全員チケットを持っていなければなりません。

A 貿易，商売，職業
引する

S 商う，売買する，取

国家間の貿易はグローバル経済でもっとも重要なや
りとりである。

A 原料，資料，生地
建築業者は家を建てるのにさまざまな材料を使いま
す。

A 過程，処置
加工する

S 〜を処理する，現像する，

会社の創立には大量の書類仕事を含む複雑な手続き
があります。

A 限度，制限

一般語彙

■

S 〜を制限する

☞ limitless（限りない）

図書館の本の貸し出しには 14 日の制限があります。

A 積荷，荷，負担，仕事量 S（荷を）積む，
載せる
トラックは重い荷物を積んでいた。

F 完全に，徹底的に

☞ complete（完全な；

完了する）
，completion（完成）

学生は宿題のことを完全に忘れていた。
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Disc 1
14

■

escape [iskEip]

The bird escaped from its cage and flew away.

■

experience [ikspI¥riyns]

Studying abroad is usually a good experience.

■

immediately [imI…diytli]

Your mother left an urgent message so please
call her back immediately.
■

raise [rEiz]

The worker asked his boss to raise his salary.

■

basic [bEisik]

The basic needs of human beings are air,
water, food, and shelter.
■

noisy [nCizi]

The engine of the old truck was noisy.

■

freeze [frI…z]

Water freezes at 0 degrees Centigrade.

■

pleasant [plEznt]

The vacationers had a pleasant time at the
hot spring.

S 逃げる，逃れる，免れる
逃走

A 逃れること，

鳥はかごから逃げ飛んでいった。

A 経験，体験

S 〜を経験する，体験する

☞ experiential（経験の）

留学は一般的によい経験です。

F 直ちに，早速，直接に

☞ immediate（早速の）

お母さんが緊急の伝言を残していったので，すぐに
電話をかけてください。

S 〜を引き上げる

A 増加，昇給

その社員は上司に昇給を願い出た。

D 基礎の，基本的な，初歩的な
人間に基本的に必要なのは空気，水，食料，そして
住居です。

D やかましい，騒々しい，派手な

☞ noise（騒音，雑音）

古いトラックのエンジンは騒々しかった。

S 凍る，凍るほど寒い，動きを止める
水は摂氏 0 度で凍ります。

D 楽しい，気持ちのよい，快活な

☞ please（〜を楽しませる），pleasure（楽しみ）
行楽客たちは温泉で楽しい時間を過ごした。

34

TOEFL TEST究極単語5000 ためし読み → Webページへ

GROUP 2

direct [dyrEkt]

A direct answer can sometimes be rude.

share [SEy®]

Richer countries should share their wealth
with poorer ones.
■

raw [rC…]

Raw carrots are quite healthy to eat.

■

object [ybdZEkt]

The worker objected to too much overtime
work.
■

nature [nEitSy®]

The purpose of national parks is to protect
nature.
■

burn [bY…®n]

A burn on the skin is rather painful.

■

force [fC…®s]

Please don’t force me to do what I don’t want
to do.
■

respect [rispEkt]

Japanese children are taught to respect their
elders.

率直な答えはときに無礼となります。

S 〜を共有する，分担する
当て，株，市場占有率

A 分け前，割り

豊かな国は貧しい国と富を共有すべきだ。

D 原料のままの，未加工の，
（食べ物が）生の，
生焼けの
生のにんじんを食べるのはとても体によい。

S 反対する，異議を唱える [XbdZ´kt] A も
の，対象，目的，目標 ☞ objection（反対，異議）
その社員は多すぎる残業に反対を唱えた。

A 自然，本質，気性

☞ natural（自然の）

国立公園の目的は自然の保護です。

A やけど S 燃える，焦げる・〜を燃やす，
焦がす，やけどさせる
皮膚のやけどはとても痛い。

S 〜を強いる，強いて［余儀なく］〜させる，
押しやる A 力，影響力
私のしたくないことを強制しないでください。

S 〜を尊敬する，尊重する A 尊敬，大切に
すること，点 ☞ respectable（尊敬すべき）
日本の子供は年長者を敬うよう教えられる。
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ランクA

■

D まっすぐな，率直な S 〜を指導する，管
理する ☞ direction（指導，方向）

一般語彙

■

Disc 1
15

■

check [tSEk]

Before going on a trip, check to see you’ve
packed everything you need.
■

stretch [strEtS]

Stretch your muscles before beginning to
exercise.
■

permit [py®mIt]

The students received a permit to use the
school gym for a party.
■

nervous [nY…®vys]

The student was nervous before the important
test.
■

stupid [st∆U…pyd]

Don’t make stupid mistakes on easy
questions.
■

spread [sprEd]

The flu spreads quickly during the winter.

■

prevent [privEnt]

Be careful to prevent fire.

■

content [kyntEnt]

You should be content only if you do your
best.

S 点検する，調べる，照合する，阻止する
A 調査，照合
旅行に行く前に，必要な物をすべて詰めたか確認し
なさい。

S 〜を引き伸ばす，広げる，広がる
すこと，伸び

A 伸ば

運動を始める前に筋肉のストレッチをしなさい。

S 〜を許す，許可する

[pY…®mit] A 許可証
☞ permission（許可），permissible（許される）
学生は，パーティーで学校のジムを使う許可を得た。

D 神経質な，不安な，神経（性）の

☞ nerve（神経）

生徒は大事なテストの前で緊張した。

D 愚かな，くだらない
簡単な問題でくだらない間違いをしないようにしな
さい。

S 広がる，広まる・〜を広げる
インフルエンザは冬の間急速に広がります。

S 〜を防ぐ，妨げる

☞ preventive（防止的な），prevention（防止）
火事にならないよう気をつけなさい。

D 満足して
ベストを尽くしたときのみ満足するべきだ。
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GROUP 2

praise [prEiz]

The teacher praised the student’s fine
presentation.

damage [dQmidZ]

The earthquake damaged the building.

■

trust [tr?st]

A baby has complete trust in its mother’s care.

A 賞賛

教師は生徒のすばらしいプレゼンテーションをほめ
称えた。

ランクA

■

S 〜を賞賛する，ほめたたえる

S 〜に損害を与える，〜を傷つける・損害を
受ける A 損害，損傷，賠償金
地震で建物に傷がついた。

S 信じる，信用する
託の

A 信頼，信任

D信

赤ん坊は母親の世話に 100 パーセントの信頼を置
いている。
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一般語彙

■

Disc 1
16

GROUP 3
■

cast [kQst]

The book cast a new light on its subject.

■

prove [prU…v]

Guilt must be proven, not assumed.

■

pardon [pX…®dn]

The boy asked his parents to pardon him for
his poor behavior.
■

advise [ydvAiz]

The lawyer advised her client about the legal
problem.
■

habit [hQbit]

Old habits are hard to change.

■

ability [ybIlyti]

The famous violinist had amazing musical
ability.
■

support [sypC…®t]

The father worked hard to support the family.

■

activity [qktIvyti]

Regular physical activity such as walking or
jogging is important for health.

S 〜を投げる，（視線など）を向ける，
（影）
を落とす
その本はその分野に新たな光を投じた。

S 〜を証明［立証］する，
（〜であることが）
わかる，判明する
罪は推測ではなく証明されなければならない。

S 〜を許す，大目に見る，赦免する
寛容，恩赦

A 許し，

男の子は両親に自分のした悪いことを大目に見てく
れるよう頼んだ。

S 〜に忠告する，助言する

☞ advice（助言），advisory（助言の）
弁護士はクライアントに法的な問題でアドバイスを
した。

A（個人の）くせ，習慣

☞ habitual（習慣的な）
昔からの癖は直しにくい。

A 能力，《複数形で》手腕，才能
その高名なバイオリニストは驚くべき音楽的才能を
持っていた。

S 〜を支える，支持する，扶養する A 支え，
支持，援助 ☞ supportive（支えとなる）
父親は家族を養うため懸命に働いた。

A 活動，行動，仕事，事業

☞ activist（活動家），act（活動する）
ウォーキングやジョギングなどの定期的な運動が健
康には重要だ。
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GROUP 3

audience [C…diyns]

The concert hall held a large audience.

movement [mU…vmynt]

Babies are surprised by sudden movements.

■

hang [hQN]

Hang your coat on the hook.

■

particular [py®tIkjyly®]

Is there anything particular that you would like
to do today?
■

steam [stI…m]

Old train engines were powered by steam.

☞ audit（監査；

コンサートホールには大勢の観客がいた。

A 動き，運動，活動
赤ん坊は急に動くとびっくりします。

S 〜を掛ける，つるす，下げる
フックにコートを掛けなさい。

D 特定の，特別の，独特の，詳細な

☞ particularity（特殊性，詳細）

今日は特に何かしたいことはありますか。

A 蒸気

S 蒸す，ふかす

古い列車のエンジンは蒸気を動力にしています。

examine [igzQmin]

S 〜を調べる，検査する，試験する，尋問す
る ☞ examination（調査，試験）

Examine the problem carefully before
proposing a solution.

解決法を提案する前に問題をよく調べなさい。

■

■

defend [difEnd]

Armies are supposed to defend a nation
rather than attack others.
■

traffic [trQfik]

Traffic is heaviest during rush hour.

ランクA

■

A 聴衆，観客，視聴者，読者

〜を監査する）

S 〜を守る，防御する，擁護する，弁護する

☞ defense（防御）

軍隊は他国を攻撃するのではなく国を守るべきもの
だ。

A 交通，往来，貿易，取引，
（電話の）通話量
交通はラッシュアワーの時間帯がもっとも混雑する。
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一般語彙

■

Disc 1
17

■

formal [fC…®ml]

Since it is a formal dinner, please wear a suit
and tie.
■

district [dIstrikt]

The congressman returned to his district for
the campaign.
■

compare [kympEy®]

My mother often compares me to my sister.

■

common [kXmyn]

Common knowledge is supposed to be widely
known.
■

fix [fIks]

If something is broken, please fix it.

■

state [stEit]

During the patient’s long illness, his physical
and mental states were quite poor.
■

demand [dimQnd]

The workers demanded better pay and safer
working conditions.
■

supply [syplAi]

The central bank controls a country’s money
supply.

☞ formally（正式に），
formality（正式，形式），informal（略式の）
D 正式の，公式の

公式なディナーですのでスーツとネクタイを着用し
てください。

A 地区，区域
下院議員は選挙運動のため自分の地区へ戻った。

S 〜を比較する，たとえる

☞ comparison（比較），comparative（比較の）
母はよく私と妹を比べる。

D 普通の，当たり前の，一般の，共通の
共有（権） ☞ uncommon（まれな）

A

常識は広く知られているとされるものです。

S 〜を固定する，
（日時など）を決める，修理する，
解決する，料理する ☞ fixture（固定物，備品）
何かが壊れていたら修理してください。

A 状態，事情 S（はっきりと）述べる，申
し立てる ☞ statement（声明）
患者は長い病気の間，肉体的にも精神的にもきわめ
て状態が悪かった。

S 〜を（権利として）要求する，必要とする
A 要求，請求，需要
社員たちは賃上げと労働環境の改善を要求した。

A 供給（物），在庫，必需品，
《複数形で》支出，
経費 S 〜を供給する
中央銀行は国の貨幣供給を調節します。
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GROUP 3

merry [mEri]

The party was fun and everyone was merry.

design [dizAin]

An architect designs buildings.

■

dust [d?st]

The strong wind blew dust from the playing
field.
■

fair [fEy®]

The rain will stop tonight and the weather will
be fair tomorrow.
■

boring [bC…riN]

During the boring lecture, many students fell
asleep.
■

host [hOust]

The host was gracious to the guests.

■

request [rikwEst]

If the bookstore doesn’t have the book,
request that it be ordered.
■

realize [rI…ylÅiz]

I just realized that today is my mother’s
birthday.

☞ merrily（陽気に）
パーティーは楽しく，みな浮かれていた。

ランクA

■

D 陽気な，愉快な

一般語彙

■

S 〜をデザインする，設計する，計画する，
志す A デザイン，設計
建築家は建物の設計をします。

A ちり，ほこり，粉末

S 〜を散布する

強風が運動場のほこりを吹き飛ばした。

D 正しい，公平な，晴天の

☞ unfair（不公平な）

雨は今夜にはやみ，明日は晴れるでしょう。

D うんざりする，退屈させる

☞ bore（〜をうんざりさせる），boredom（退屈）
退屈な講義の間大勢の学生が眠っていた。

A 主催者

S 〜を主催する・接待する

主催者は客に愛想がよかった。

S 〜を依頼する，頼む
い

A 依頼，要求，お願

書店に本がなかったら取り寄せの注文をしなさい。

S 〜だと十分に理解する，悟る，〜を実現す
る ☞ realization（実現）
今日は母の誕生日だとふと気付いた。
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Disc 1
18

■

serious [sI¥riys]

Global warming is a serious problem.

■

assist [ysIst]

If you can’t do a task by yourself, ask
someone to assist you.
■

prison [prIzn]

The criminal was found guilty and sent to
prison.
■

silly [sIli]

Nobody laughed at the silly joke.

■

discuss [disk?s]

The club members held a meeting to discuss
their future plans.
■

brush [br?S]

Every morning the girl brushed her hair.

■

sentence [sEnt¥ns]

The thief was sentenced to two years in
prison.
■

hunt [h?nt]

The man used a rifle to hunt deer.

D まじめな，真剣な，重大な

☞ seriously（ま

じめに）
，seriousness（真剣さ）

地球温暖化は深刻な問題だ。

S 〜を手伝う，助力する

☞ assistance（手伝い），assistant（補助の）
自分一人でこなせないのなら，だれかに手助けを頼
みなさい。

A 刑務所，監獄，拘置所

☞ prisoner（囚人）

犯人は有罪を宣告され刑務所に送られた。

D 愚かな，ばかげた，取るに足らない

☞ silliness（愚行）

誰もそのばかげた冗談に笑わなかった。

S 〜を話し合う，討議する，論じる

☞ discussion（討議）

クラブのメンバーはこれからのことを話し合うため
に会議を行った。

A ブラシ
払い去る

S ブラシをかける，
（刷毛で）はく，

少女は毎朝髪をといた。

A 判決，刑罰

S 判決を下す

窃盗犯は懲役 2 年を宣告された。

S 〜を追跡する，探す，狩る

☞ hunter（猟師）

A 追跡，捜索

男は鹿狩りにライフルを使った。
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GROUP 3

fear [fIy®]

Most people fear speaking in front of a group.

tip [tIp]

Do you have any tips to help me do my job
better?
■

sink [sINk]

The ship sunk in the storm.

■

peak [pI…k]

The mountain peak was covered with snow.

■

grateful [grEitfl]

The student was grateful to the teacher for
helping her.
■

approach [yprOutS]

If one approach to a problem doesn’t work,
just try another.
■

struggle [str?gl]

The writer struggled to finish her novel.

■

invitation [ˆnvitEiS¥n]

I received an invitation to the party.

集団の前で話すのを怖がる人は多い。

ランクA

■

A 恐怖感，心配 S 〜を恐れる，懸念する，危
ぶむ ☞ fearful（恐ろしい），fearless（恐れない）

A 先，先端，助言，チップ
仕事をうまくこなすのになにかアドバイスはありま
せんか。

S 沈む，落ち込む，下落する
台

A 流し，洗面

船は嵐に沈んだ。

A 頂き，絶頂，最高点
山頂は雪に覆われていた。

D 感謝している

☞ gratify（〜を喜ばせる），gratitude（感謝）
学生は手助けしてくれたことで教師に感謝していた。

S 近づく，話を持ちかける
はたらきかけ

A 近づくこと，

もしある方法が問題の解決に役立たなかったら，ほ
かの方法を試しなさい。

S もがく，奮闘する，闘う

一般語彙

■

A 努力，苦闘

作家は小説を書き上げようと奮闘した。

A 誘い，招待（状）

☞ invite（誘う）

私はパーティーへの招待状を受け取った。
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Disc 1
19

■

steel [stI…l]

Large buildings usually have steel frames.

■

regard [rigX…®d]

The professor was held in high regard.

■

prize [prAiz]

The pianist hoped to win first prize in the
contest.
■

bow [bAu]

After the song, the conductor bowed to the
audience.
■

repair [ripEy®]

I need to repair my broken watch.

■

illness [Ilnys]

The man went to the doctor to find out the
cause of his illness.
■

offer [C(…)fy®]

The company offered the student a job.

■

flight [flAit]

I have to catch the early flight from Tokyo to
New York.

A 鋼鉄，はがね
大きなビルではふつう鉄骨を使います。

A 注意，関心，尊敬，点，事項 S《regard
~ as ... で》〜を…と考える，みなす
教授は尊敬を集めていた。

A 賞，賞品
そのピアニストはコンテストの優勝を望んだ。

S お辞儀する，腰をかがめる
曲が終わると指揮者は聴衆に一礼した。

S 〜を修理する，償う，埋め合わせる
理

A修

私は壊れた時計を直さなければならない。

A 病気，疾患，不健康

☞ ill（病気で，悪い）

男性は病気の原因を突き止めるために医者に行った。

S 〜を提供する，申し出る，提案する
供，提案，申し込み

A提

その会社はその学生に職を提供した。

A 飛ぶこと，飛行，飛行便
私は東京からニューヨークに向かう朝早い便に乗ら
なければなりません。

44

TOEFL TEST究極単語5000 ためし読み → Webページへ

GROUP 3

awful [C…fl]

Several people died in the awful accident.

safety [sEifti]

The first priority for police is the personal
safety of the public.
■

view [vjU…]

The essay presented the author’s view of
social conflict.
■

birth [bY…®T]

The parents were overjoyed at the birth of
their baby.
■

control [kyntrOul]

The Bank of Japan controls the country’s
supply of money.
■

agency [EidZ¥nsi]

The travel agency is located next to the bank.

■

spare [spEy®]

Could you spare 100 yen so I can buy a soda?

■

value [vQlju…]

The value of gold changes from day to day.

そのひどい事故で何人かが亡くなった。

ランクA

■

D 恐ろしい，すごい，ひどい

一般語彙

■

A 安全（性），無事

☞ safe（安全な）

警察の第一の優先事項は市民個人の安全です。

A 視力，光景，眺め，意見，考え，目的
S 〜を見る，考察する
そのエッセイには社会紛争に対する筆者の見解が示
されていた。

A 出生，誕生
両親は子供の誕生に狂喜した。

S 〜を支配する，制御する
監督（権），制御

A 支配，管理，

日本銀行は国の貨幣供給を調整します。

A 代理店，特約店，代理業，機関，部局

☞ agent（代理人）

その旅行代理店は銀行の隣にあります。

S 取っておく，割く，与える・節約する
D 予備の ☞ sparingly（倹約して）
ジュースを買うのに 100 円もらえますか。

A 価値，価格 S 〜を評価する，重んじる，
尊重する ☞ valuable（価値のある，高価な）
金の価格は毎日変化します。
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Disc 1
20

■

scientific [sÅiyntIfik]

A scientific theory is based upon evidence.

■

spot [spXt]

This is a good spot to stop and rest.

■

festival [fEstyvl]

The shrine held a festival every year at the
end of the summer.
■

brilliant [brIljynt]

The young writer was highly talented, even
brilliant.
■

pray [prEi]

The people prayed quietly in the temple.

■

mud [m?d]

The heavy rain turned the dirt into mud.

■

protect [prytEkt]

Seat-belts protect passengers during an
accident.
■

route [rU…t]

The travelers took the scenic route along the
coast.

D 科学（上）の，科学的な

☞ science（科学），scientist（科学者）
科学理論には根拠があります。

A 場所，現場，しみ，汚れ
ここは立ち止まって休むにはいい場所だ。

A 祭り，祝日

☞ festive（祝祭の）
その神社では毎年夏の終わりに祭りが行われていた。

D 光り輝く，立派な，すぐれた

☞ brilliance（光輝）

若い作家はすぐれた才能があり，才気あふれると
いってもよかった。

S 祈る，懇願する

☞ prayer（祈り）

人々は寺院で静かに祈りを捧げた。

A 泥，ぬかるみ
大雨が土をぬかるみに変えた。

S 〜を保護する，防ぐ

☞ protection（保護），protective（保護する）
シートベルトは事故の際に乗客を保護します。

A 道，幹線道路，ルート
旅行者は海岸沿いに景色のいい経路を通った。
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GROUP 3

guess [gEs]

If you don’t know the meaning of a word, try to
guess.

lack [lQk]

I lacked the money to buy the expensive book.

■

wipe [wAip]

Wipe the windows to make them clean.

■

slide [slAid]

The car slid on the ice when it tried to stop.

■

edge [EdZ]

Please stand back from the edge of the cliff.

■

bottom [bXtym]

The ship sank to the bottom of the ocean.

■

profit [prXfyt]

The company earned a record profit last year.

■

rumor [rU…my®]

Don’t believe rumors.

A 推測，憶測

言葉の意味がわからなかったら推測してみなさい。

S 〜を欠く，不足している

ランクA

■

S 推測する，〜だと思う

A 欠乏

私はその高価な本を買うお金がなかった。

S（汚れなど）をふき取る，ふく
窓を拭いてきれいにしなさい。

S すべる，流れる・〜をすべらせる
車は止まろうとして氷の上で滑った。

A 縁，鋭さ，刃，優勢
崖の縁から離れてください。

A 底，底部，根本
船は海洋の底に沈んでいった。

A 利益，得

S 利益を得る，得をする

☞ profitable（有益な，利益になる）

その企業は昨年記録的な収益を上げた。

A うわさ

S うわさする

うわさを信じてはいけません。
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一般語彙

■

Disc 1
21

■

form [fC…®m]

Fill out this application form.

■

progress [prygrEs]

If you study each day, you will make progress
in improving your vocabulary.
■

fare [fEy®]

The bus fare was 250 yen.

■

law [lC…]

Don’t break the law.

■

court [kC…®t]

The court will decide the case.

■

navy [nEivi]

The ships of the navy protect a country’s
coast.
■

nod [nXd]

The woman nodded her head in agreement.

■

fortunate [fC…®tS¥nyt]

The man was fortunate to have received a
good education.

A（申し込み）用紙，書式，形式
成する

S 〜を形

この申込用紙に記入してください。

S 前進する，はかどる [prXgres] A 前進，
進歩，進展 ☞ progressive（前進する，累進の）
毎日勉強すれば語彙力に進歩が見られるでしょう。

A 運賃，（乗物の）料金
バスの運賃は 250 円だった。

A 法，法律

☞ lawful（合法の），lawyer（弁護士）
法律を破ってはいけません。

A 法廷，裁判所
裁判所が事件の判決を下します。

A 海軍
海軍の船は国の沿岸を守ります。

S 〜を縦に振る，うなずいて示す・うなずく，
会釈する A うなずき，会釈，承諾
女性は同意してうなずいた。

D 幸運な

☞ fortune（運），unfortunate（不運な）
男性は幸運にもよい教育を受けた。
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GROUP 3

mate [mEit]

During their 20’s, men and women search for
a mate.

abroad [ybrC…d]

Many people take the TOEFL in order to study
abroad.
■

condition [kyndIS¥n]

Since her health condition was poor, she
stayed home to rest.
■

bear [bEy®]

The pain was severe but the patient tried to
bear it without complaining.
■

program [prOugrqm]

The television program is on at 8 pm every
Wednesday.
■

claim [klEim]

A claim should be supported by evidence.

■

beat [bI…t]

The soccer team was beaten in the final game.

■

smooth [smU…D]

A baby’s skin is smooth.

20 代のうちに男女は連れ合いを捜します。

ランクA

■

A 仲間，友だち，連れ合い

一般語彙

■

F 外国で［へ］，海外で［へ］
多くの人が留学のために TOEFL を受験する。

A 条件，状態 S 〜を調整する，決定する，
条件づける ☞ conditional（条件付きの）
彼女は体の調子がよくなかったので，家で休養を
とった。

S 〜に耐える，〜を支える，持つ，
（悪感情を）
抱く，運ぶ
痛みはひどかったが，その患者は何も言わず耐えよ
うとした。

A 計画，予定（表），プログラム
そのテレビ番組は毎週水曜日の午後 8 時からです。

A 要求，主張
命を）奪う

S 〜を要求する，主張する，
（人

主張は証拠に裏付けされるべきものです。

S 〜を打つ，打ち負かす，
（心臓が）鼓動する
A 打つこと，動悸
そのサッカーチームは決勝戦に敗れた。

D 滑らかな，平坦な，すべすべした，静かな
赤ん坊の皮膚はなめらかだ。
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Disc 1
22

■

desert [dizY…®t]

The old house was deserted.

■

manner [mQny®]

A clerk should greet a customer in a courteous
manner.
■

term [tY…®m]

The spring school term begins in April and
ends in July.
■

former [fC…®my®]

The former mayor now wants to be governor.

■

coast [kOust]

During the storm, high waves struck the coast.

■

crash [krQS]

There was a plane crash at the airport.

■

role [rOul]

A good actor can play many different roles.

■

thirsty [TY…®sti]

Drink some water if you’re thirsty.

S 〜を放棄する，見放す，見捨てる

☞ deserted（さびれた，人のいない）
その古い家には人が住んでいなかった。

A 方法，態度，行儀
店員は丁寧に客に挨拶をするべきだ。

A 期間，学期，専門用語，
《複数形で》
（契約
などの）条件 ☞ terminology（用語法）
春学期は 4 月に始まり 7 月に終わる。

D 前の，以前の，前者の

☞ formerly（以前は）

前市長は今度は知事を狙っている。

A 海岸，沿岸
嵐の間，高波が海岸をおそった。

A 墜落，大きな音
砕ける

S 墜落する，衝突する，

空港で飛行機の墜落があった。

A 役割，役目
優れた俳優は多くの異なった役柄を演じられる。

D のどが渇いた，渇望［熱望］する

☞ thirst（渇き）

のどが渇いたら水を飲みなさい。
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GROUP 3

service [sY…®vis]

Many companies now offer services rather
than manufacturing goods.

distant [dIst¥nt]

If it’s really clear, you can see the distant
mountains.
■

medical [mEdikl]

The young man wished to enter the medical
profession as either a doctor or a technician.

多くの会社が現在モノを作るのではなくサービスを
提供している。

ランクA

■

A 勤務，事業，奉仕，サービス S（販売後）〜
を保守修理する，便利にする ☞ serve（奉仕する）

D 遠い，（関係が）離れた

☞ distance（距離）

とても晴れているときは遠くの山が見えます。

D 医療の，医学の

☞ medicine（医学，薬）
その若者は医者でも技術者でも，医療に関わる仕事
に就きたいと望んだ。
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一般語彙

■

Disc 1
23

GROUP 4
■

owe [Ou]

How much do I owe you for the dinner?

■

stage [stEidZ]

Construction of the bridge is in the final stage.

■

stream [strI…m]

The stream ran through the woods.

■

general [dZEn¥r¥l]

The professor first made some general points
followed by specific details.
■

personal [pY…®snl]

Please write down personal information such
as your birth date and address.
■

breathe [brI…D]

During deep sleep, people breathe more
slowly.
■

polish [pXliS]

Use this brush to polish your shoes.

■

press [prEs]

Press the button to close the elevator door.

S 〜に（金を）借りている，
（義務を）負って
いる，〜のおかげとする
私はあなたに夕食代でいくら借りていますか。

A 段階，舞台，活動範囲
橋の建設は最終段階です。

A 小川，流れ・S 流れる，流れ込む［出る］
，
勢いよく進む
森の中を小川が流れていた。

D 一般の，全般的な，普遍的な
将軍 ☞ generality（一般性）

A 一般原則，

教授はまず全体的なポイントを述べ，次に具体的な
詳細を述べた。

D 個人の，個人に関する，私的な，一身上の，
自分の，本人の ☞ person（人，人物）
生年月日や住所などの個人情報を書いてください。

S 吸う，呼吸する

☞ breath（息，呼吸），breathtaking（息をのむ）
深い眠りについているときは呼吸がゆっくりである。

S 〜を磨く

A 光沢，みがき剤

靴を磨くのにこのブラシを使ってください。

S 〜を圧迫する，押す A 圧迫，切迫，報道
機関 ☞ pressure（圧力，圧迫）
エレベータのドアを閉めるにはボタンを押してくだ
さい。
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GROUP 4

detail [dI…teil]

The paper is too general and needs more
details.

measure [mEZy®]

Use a ruler to measure the length.

■

neat [nI…t]

The room was neat and clean.

■

improve [imprU…v]

You can improve your TOEFL vocabulary by
using this book.
■

polite [pylAit]

Even if you’re upset, try to be polite to your
boss.
■

degree [digrI…]

Most university graduates receive a degree in
4 years.
■

bill [bIl]

After the dinner, the waitress brought the bill.

■

public [p?blik]

A public employee works for the government.

S 〜を詳述する，列挙する

その論文はあまりにも一般的な内容なので，もっと
詳細が必要です。

S 〜を測定する，評価［判断］する
寸法 ☞ measurement（測定）

A 測定，

長さを測るのに定規を使いなさい。

D きちんとした，こぎれいな，器用な
部屋は整理され，こぎれいだった。

S 〜を改善［改良］する，向上させる，よく
なる ☞ improvement（改善）
この本を使えば TOEFL の語彙力が上がります。

D 礼儀正しい，丁寧な

☞ impolite（不作法な）
頭にきても上司には礼儀正しくしなさい。

A 程度，度，学位
大学を卒業する人のほとんどは 4 年間で学位を得る。

A 勘定書，請求書，証書，法案，紙幣
定書を送る，〜を請求する

S勘

ディナーの後接客係が伝票を持ってきた。

D 公の，社会の，公開の，公務の
大衆

A 人民，

公務員は政府の元で働きます。
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ランクA

■

A 詳細，項目

一般語彙

■

Disc 1
24

■

feed [fI…d]

We feed the dog twice a day.

■

exactly [igzQk†li]

Please tell me exactly what she said.

■

fashion [fQS¥n]

Each year the clothing designers hold a
fashion show.
■

steal [stI…l]

The thief planned to steal money from the
store.
■

develop [divElyp]

The shop develops photos in one hour.

■

plain [plEin]

The woman sent the letter in a plain envelope.

■

path [pQT]

The path led into the woods.

■

nephew [nEfju…]

The uncle gave his nephew a present.

S 〜に食べ物を与える，〜を養う，供給する
犬には一日に 2 回えさをやっています。

F 正確に，厳密に，ちょうど

☞ exact（正確な，厳密な）

彼女が言ったことを正確に教えてください。

A 流行，ファッション，流儀

☞ fashionable（流行の）

その服飾デザイナーたちは毎年ファッションショー
を開催している。

S 〜を盗む，盗用する

A 盗品，掘り出し物

泥棒はその店から金を盗もうと計画した。

S 〜を発達させる［する］
，開発する，現像す
る ☞ development（発達，開発，現像）
その店は一時間で写真を現像します。

D 明白な，単純な，率直な，無地の
女性は無地の封筒で手紙を送った。

A 道，小道，歩道，進路
小道は森へと続いていた。

A甥
叔父は甥にプレゼントを渡した。
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GROUP 4

niece [nI…s]

The niece liked to stay at her aunt’s house.

reserve [rizY…®v]

Please reserve a table at the restaurant.

■

stuff [st?f]

I have too much stuff in my apartment.

■

custom [k?stym]

Each culture has its own customs, such as
taking off shoes when entering a house.
■

effort [Efy®t]

The team didn’t win, but they made a good
effort.
■

deal [dI…l]

The two businessmen shook hands upon
completing the deal.
■

gain [gEin]

Try to avoid gaining too much weight.

■

height [hAit]

The height of the basketball player was two
meters.

姪は叔母の家にいるのが好きだった。

S 〜を取っておく，予約する，
（権利などを）
留保する ☞ reservation（予約）
レストランの席を予約してください。

A 材料，もの

S 〜を詰める，ふさぐ

私のアパートには物が多すぎる。

A 習慣，風習，愛顧，《複数形で》関税，税関

☞ customary（習慣的な）

家に入るときに靴を脱ぐなど，どの文化にも独自の
習慣がある。

A 努力，骨折り

☞ effortless（たやすい）
チームは負けたが，よく頑張った。

A 契約，取引，協定，扱い

S 扱う

二人のビジネスマンは契約締結の握手をした。

S 〜を得る，稼ぐ，増す・
（時計が）進む
A 利益，増加
体重を増やしすぎるのは避けましょう。

A 高いこと，高さ，身長，
《複数形で》高地，
丘 ☞ high（高い）
そのバスケット選手の身長は 2 メートルあった。
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ランクA

■

A姪

一般語彙

■

Disc 1
25

■

forgive [fy®gIv]

Please forgive me for hurting you.

■

valuable [vQljybl]

A diamond ring is quite valuable.

■

shade [SEid]

To cool off, we sat in the shade of a tree.

■

rate [rEit]

Japan’s birth rate continues to decline.

■

earn [Y…®n]

The part-time worker earned 1,000 yen an
hour.
■

remove [rimU…v]

The waiter removed the dishes from the table.

■

secretary [sEkryt´ri]

The executive relied on her secretary to make
her appointments and keep her schedule.
■

wealth [wElT]

Cash, precious metals, and property are all
forms of wealth.

S 〜を許す，大目に見る，
（負債を）免除する
傷つけたことを許してください。

D 金銭的価値のある，高価な，貴重な
A《複数形で》貴重品 ☞ value（価値，
価格）
ダイヤの指輪はとても価値があります。

A 陰，物陰，日陰
る

S 〜を暗くする，陰にす

涼をとるために私たちは木陰に座った。

A 相場，値段，料金，評価，割合，率
を評価する

S〜

日本の出生率は下がり続けている。

S 〜を働いて得る，稼ぐ，
（利益などを）もた
らす
そのパート従業員は時給 1000 円で働いていた。

S 〜を取り去る，取り除く

☞ removal（除去，移動）

給仕係はテーブルの皿を片付けた。

A 秘書，書記，（省の）長官

☞ secrecy（秘密），secret（秘密の）
役員は約束を取り付けたりスケジュールを管理した
りすることを秘書に任せていた。

A 富，財産，富裕（階級）

☞ wealthy（富裕な）

現金，貴金属，不動産はどれも富の形態です。
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GROUP 4

melt [mElt]

The warm sun melted the ice.

lonely [lOunli]

There was a lonely house on the mountain.

■

opinion [ypInjyn]

Please let me know your honest opinion.

■

afterward [Qfty®wy®d]

We first went to a movie, and afterward had
dinner.
■

dig [dIg]

The archaeologists dug up ancient tools and
bones.
■

decision [disIZ¥n]

Think carefully and make a decision about
what you want to do.
■

pause [pC…z]

The speaker paused for a moment before
continuing her speech.
■

separate [sEp¥r´it]

The boys and the girls slept in separate
rooms.

☞ molten（溶けた，溶解した）
暖かい陽光が氷を溶かした。

ランクA

■

S 溶ける・〜を溶かす，溶解する
一般語彙

■

D 寂しい，孤独な，もの悲しい

☞ loneliness（孤独）

山には一軒だけ家が建っていた。

A 意見，見解，世論
率直な意見を聞かせてください。

F 後に，あとで，その後，以後
私たちはまず映画に行き，それから夕食を取った。

S 〜を掘る，堀り起こす［返す］
，探究する
考古学者は古代の道具や骨を掘り起こした。

A 決心，決定，決議，判決

☞ decide（〜を決定する），decisive（決定的な）
よく考えて何をしたいのかを決めなさい。

S 小休止する，立ち止まる，ためらう，待つ
A 中止，小休止
話者は話を続ける前に一瞬間をおいた。

S 〜を引き離す [sEp¥ryt] D 別れた，別々
の ☞ separation（分離）
男子と女子は別の部屋で寝た。
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Disc 1
26

■

pour [pC…®]

The bartender poured the patron a drink.

■

handle [hQndl]

In the kitchen, the woman handled the hot
pan carefully.
■

blame [blEim]

Some people like to blame others for all of
their problems.
■

pack [pQk]

Pack your luggage for the trip.

■

brave [brEiv]

The brave firefighter ran into the burning
house.
■

difficulty [dIfik¿lti]

When the students had difficulties, the
teacher helped them.
■

perform [py®fC…®m]

The girl studied hard and performed well on
the test.
■

prepare [pripEy®]

The student stayed up late preparing for the
examination.

S 〜を注ぐ，流す，浴びせる・
（雨が）激しく
降る A 流出
バーテンは常連に飲み物を注いだ。

S 〜を処理する，取り扱う，〜に手を触れる
台所で女性は熱いフライパンを注意深く取り扱った。

S 〜をとがめる，非難する

A 非難，責任

自分の問題をすべて他人のせいにしたがる人もいる。

S 〜を梱包する，荷造りする，
（人を）詰め込
む A 包み，荷物
旅行の荷物を用意しなさい。

D 勇敢な

☞ bravery（勇敢）
勇敢な消防士は燃えさかる家に駆け込んだ。

A 困難，難局

☞ difficult（困難な）
生徒が困ると教師が手を貸した。

S 成し遂げる・
（任務など）を実行［遂行］する，
行う，公演する ☞ performance（実行，公演）
少女は一生懸命勉強し，試験でよい成績を上げた。

S 〜を準備する，用意する，作成する，覚悟
する ☞ preparation（準備）
その生徒は試験の準備で遅くまで起きていた。
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GROUP 4

strike [strAik]

An earthquake might strike without warning.

customer [k?stymy®]

A good customer comes back to a shop over
and over.
■

harbor [hX…®by®]

The harbor was full of boats.

■

rush [r?S]

The passengers rushed to catch the last train.

■

worth [wY…®T]

The famous painting was worth a lot of money.

■

theory [TI…yri]

The scientist presented a new theory to
explain the phenomena.
■

affect [yfEkt]

The teacher’s advice had a big affect on her
students.
■

principal [prInsypl]

The principal reason they didn’t buy the car
was that it was too expensive.

A ストライキ，攻撃

地震は前兆なしに襲ってくることもある。

ランクA

■

S 打つ，襲う

一般語彙

■

A（商店などの）顧客，得意先
ひいき客は繰り返し店に足を運びます。

A 港 S 港に停泊する，避難する・〜を避難
させる，（悪意などを）心に抱く
港は船でいっぱいだった。

S 突進［殺到］する，急ぐ
最終電車に乗ろうと乗客が殺到した。

D（〜の／〜する）価値がある

☞ worthy（〜

に足る）
，worthwhile（価値のある）

有名な絵画は大金の価値がある。

A 理論，仮説，推測，意見

☞ theoretical（理論上の），theorem（定理）
科学者はその現象を説明するために新しい理論を提
唱した。

S 〜に影響する，〜を作用する，心を動かさ
れる A 感情，情動
その教師の助言は生徒の感情を大きくゆさぶった。

D 主要な，第一の，重要な

A 校長

☞ principally（第一に，おもに）

彼らがその車を買わなかった第一の理由は高すぎた
からです。
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Disc 1
27

■

beg [bEg]

The homeless man begged every day for food
and money.
■

application [ŒplikEiS¥n]

In order to get a job, one must first fill out
a job application.
■

housing [hAuziN]

Dormitories are the main form of campus
housing.
■

distribution [dˆstribjU…S¥n]

There will be a distribution of food and clothing
to the earthquake victims.
■

slightly [slAitli]

My sister is slightly taller than I am.

■

exchange [ikstSEin∂Z]

Many people exchange gifts at Christmas.

■

merit [mEryt]

Promotion of workers should be determined
by merit.
■

ladder [lQdy®]

Use the ladder to go up on the roof.

S 〜を請う，懇願する
そのホームレスの男性は毎日食べ物やお金を物乞い
した。

A 適用，申し込み，申込書，出願

☞ apply（適用する，申し込む）

仕事を得るためにはまず求職票に記入しなければな
らない。

A 住宅（建設［供給］）
キャンパスの住宅のおもな形態は寮です。

A 分配，配布

☞ distribute（〜を分配［配布］する）
地震の被災者には食料と衣服の配給があるだろう。

F 少しばかり，わずかに

☞ slight（わずかな）

妹は私より若干背が高い。

S 〜を交換する，両替する・
（〜と）交換する
A 交換，両替
クリスマスには多くの人がプレゼントを交換する。

S（信頼などに）値する

A 長所，価値

社員の昇進は長所で決められるべきだ。

A はしご
屋根に上がるにははしごを使ってください。
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GROUP 4

atomic [ytXmik]

The power company claimed that atomic
energy was safe.

profession [pryfES¥n]

The student couldn’t decide which profession
to choose.
■

regret [rigrEt]

I regret if what I said upset you.

■

option [XpS¥n]

A multiple-choice question usually has four
options: a, b, c, and d.
■

fur [fY…®]

Animals have fur to keep them warm in winter.

■

scale [skEil]

Centigrade and Fahrenheit are two scales for
measuring temperature.
■

property [prXpy®ti]

Property in downtown Tokyo is extremely
expensive.
■

fee [fI…]

The admission fee to the museum is $5.

☞ atom（原子）

電力会社は原子力エネルギーは安全だと主張した。

ランクA

■

D 原子の，原子力の

A（専門的，知的な）職業，公言，告白

☞ professional（職業上の）
その学生はどの職業を選べばよいのか決められな
かった。

S 残念に思う，後悔する A 残念，後悔

☞ regrettable（悔やまれる），regretful（後悔した）
私が言ったことで頭にきたのなら残念です。

A 選択（権），選択肢［科目］

☞ opt（選ぶ），optional（選択の）
多肢選択問題は，通常 abcd の 4 つの選択肢がある。

A 毛皮，《複数形で》毛皮製品
動物は冬暖かくしているために毛皮がある。

A 目盛り，尺度，ものさし，規模
摂氏と華氏は温度を測るための二つの尺度です。

A 財産，資産，地所，所有地，特性
東京の市街地の土地はきわめて高い。

A 手数料，入場料，入会金，
（専門技能に対す
る）報酬
博物館の入場料は 5 ドルです。
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一般語彙

■

Disc 1
28

■

statement [stEitmynt]

The press secretary made a statement to the
reporters.
■

chairman [tSEy®myn]

The chairman of the committee set the date
for the next meeting.
■

blank [blQNk]

Use a pencil to fill in the blanks on the form.

■

relationship [rilEiS¥nSˆp]

Try to build good relationships with other
people.
■

obvious [Xbviys]

Dark clouds are an obvious sign of rain.

■

stress [strEs]

During examinations, students are under a lot
of stress.
■

pressure [prESy®]

When water boils, steam pressure builds up in
the container.
■

tend [tEnd]

The boy tended the sheep and the goats.

A 陳述，声明（書），取引明細書，計算書，報
告書 ☞ state（述べる）
報道担当者は記者にコメントをした。

A 会長，議長，委員長
委員会の議長は次回の会議の日取りを決めた。

A 空白，余白，白紙

D 白紙の，空白の

用紙の空欄を記入するには鉛筆を使ってください。

A 関係，関連，親族関係，
（感情的な）結び付
き ☞ relate（関連がある），relation（関係）
他人とよい関係を築くよう努力しなさい。

D 明らかな，明白な

☞ obviously（明らかに）
暗い雲は雨の降るはっきりとした徴候です。

A ストレス，精神的緊張

S 〜を強調する

☞ stressful（ストレスの多い）

試験の間，学生は大きなストレスにさらされる。

A 圧力，圧迫 S 〜に圧力を加える，〜を圧
迫する ☞ press（圧する）
水が沸騰すると容器の中で水蒸気の圧力が高くなる。

S 〜を看護する，手入れする
少年は羊と山羊の世話をした。
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GROUP 4

frank [frQNk]

Please be frank and tell me your honest
opinion.

belief [bilI…f]

Most people have the belief that hard work is
needed for success.
■

ray [rEi]

The sun’s rays shone through the trees.

■

criminal [krImynl]

Criminals are usually confined to prison.

■

glance [glQns]

Just glance at this book to see if you think you
might like it.
■

border [bC…®dy®]

Conflicts often occur on the borders between
countries.
■

due [d∆U…]

Can you tell me what day this homework is
due?
■

essay [Esei]

The students had to write three essays during
the term.

☞ frankly（率直に）

正直な意見を率直にお願いします。

ランクA

■

D 率直な，紛れもない
一般語彙

■

A 信頼，信念，信仰
ほとんどの人は，成功には一生懸命働くことが必要
だと信じている。

A 光線，（希望の）光
太陽の光が木々の間から輝いていた。

A 犯罪者，犯人

D 犯罪の

☞ crime（犯罪）

犯罪者は通常刑務所に入れられます。

A 一瞥，ちらっと見ること
きらりと光る

S ちらっと見る，

気に入るかどうかこの本をちらっと見てください。

A 国境，へり，縁
紛争はしばしば二国間の国境で起こる。

D 当然支払うべき，〜するはずの，
（原因を〜
に）帰すべき，正当な，締め切りで
この宿題の締め切りを教えてもらえますか。

A 随筆，エッセイ

[esEi] S 試みる

学生は学期中に 3 本のエッセイを書かなければな
らなかった。
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Disc 1
29

■

industrial [ind?striyl]

The industrial revolution first occurred in
England.
■

trap [trQp]

The hunter used traps to catch animals in the
woods.
■

honor [Xny®]

It was an honor to receive the award.

■

link [lINk]

The increase in greenhouse gases has been
linked to global warming.
■

major [mEidZy®]

University students must decide in which
subject to major.
■

minor [mAiny®]

A minor mistake can be ignored.

■

bargain [bX…®gin]

The shirt was a bargain since she bought it
for half price.
■

available [yvEilybl]

The item she wanted was no longer available,
but the store offered to order it.

☞ industry（産業，工業），
industrialization（工業化）
D 産業［工業］の

産業革命はまずイギリスで起こった。

A わな
狩人は森で動物を捕らえるためにわなを使った。

A 名誉，敬意

S 〜に名誉を授ける

☞ honorable（尊敬すべき），honorific（栄誉ある）
受賞は名誉なことだった。

S 〜を結び付ける，関連づける

A 連結

温室効果ガスの増加は地球温暖化と関連づけられて
きた。

S 専攻する
重大な

A 専攻科目

D 主要な，過半の，

大学生は専攻科目を決めなければなりません。

D 小さい，少数の，重要でない
副専攻

A 未成年者，

小さなミスは無視してもよいです。

A 契約，取引，掘り出し物
する，合意する

S 取引の交渉を

そのシャツは掘り出し物で，彼女は半額で購入した。

D 入手できる，利用できる

☞ unavailable（手に入らない，利用できない）
彼女の欲しかったものはもう手に入らなかったが，
店は注文するよう申し出た。
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GROUP 4

issue [ISu…]

Environmental destruction is one of the most
important issues of our time.

bold [bOuld]

During a crisis, a good leader should be brave
and bold.
■

revolution [r´vyl∆U…S¥n]

The Earth makes one revolution around the
sun in a year.

環境破壊は現代のもっとも重要な問題のひとつです。

ランクA

■

A 問題（点），発行，出版物，放出 S 〜を発
する，発行する・（〜から）発する，流出する

D 大胆な，冒険的な，肉太活字体の
危機の際，よい指導者は勇敢で大胆であるべきだ。

A 革命，回転，循環，回帰

☞ revolutionary（革命の），revolve（回転する）
地球は太陽の周りを 1 年に 1 回転します。
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一般語彙

■

Disc 1
30

GROUP 5
■

vehicle [vI…ykl]

Cars, trucks, and buses are the most common
motorized vehicles.
■

growth [grOuT]

The economist forecast annual economic
growth of 3 percent.
■

management [mQnidZmynt]

The management of a company plans and
oversees its operations.
■

structure [str?k†Sy®]

The structure of an English essay includes an
introduction, body, and conclusion.
■

unique [ju…nI…k]

Each person, like each snowflake, is unique.

■

considerable [kynsId¥rybl]

The student made considerable effort to pass
the test, studying hard day after day.
■

leisure [lI…Zy®]

Sunday should be devoted to rest and leisure.

■

bury [bEri]

When our cat died, we buried it in the
backyard.

A 輸送手段，乗り物，（目的達成の）手段
車，トラック，バスはもっとも一般的な乗物です。

A 成長，発達，増加

☞ grow（成長する）

経済学者は年の経済成長を 3％と予測した。

A 経営，管理，処理，経営陣［幹部］

☞ manage

（経営する，処理する），manager（経営者，責任者）

会社の経営陣は業務を計画し監督する。

A 構造，組織，体系，建造物

S 構築する

英語論文の構造には序論，本論，結論が含まれる。

D 唯一の，かけがえのない，独特の
すべての人は，雪のかけらと一緒で，それぞれ違う
ものです。

D（数量，程度などが）かなりの

☞ consider（〜を熟考する），considerably（かなり）
学生は試験に通るために毎日勉強し，かなりの努力
をした。

A 余暇，レジャー

☞ leisurely（ゆっくりした；ゆっくりと）
日曜日は休養と娯楽に当てられるべきだ。

S 〜を埋める，葬る，埋葬する，覆い隠す

☞ burial（埋葬）

家の猫が死ぬと，私たちは裏庭に埋めた。
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GROUP 5

bunch [b?n†S]

I bought a bunch of grapes at the fruit shop.

neglect [niglEkt]

Don’t neglect to get enough sleep at night.

■

political [pylItikl]

Political science is the study of human
relations.
■

channel [tSQnl]

If you don’t like this TV program, just change
to another channel.
■

setting [sEtiN]

The setting of the novel was 19th-century
England.
■

appointment [ypCintmynt]

I have an appointment with the doctor at 2 pm
tomorrow.
■

absence [Qbs¥ns]

Black is not really a color but the absence of
color.
■

entire [entAiy®]

We spent the entire afternoon chatting at the
cafeteria.

私は青果店でブドウを一房買った。

ランクA

■

A ふさ，束，仲間，一団，群

一般語彙

■

S 〜を無視する，軽視する，怠る

☞ negligence（怠慢），negligent（怠慢な）
夜，十分な睡眠をとるのを怠ってはいけません。

D 政治の，政治的な

☞ politician（政治家），politics（政治）
政治学は人間関係の学問です。

A 経路，ルート，水路，チャンネル
このテレビ番組が気に入らなかったら，別のチャン
ネルに変えたらいいよ。

A 設定，設置
小説の舞台は 19 世紀のイギリスだった。

A（面会の）約束，指名，任命

☞ appoint（〜を指名する，指定する）
明日午後 2 時に医者に予約があります。

A 欠如，不足，不在，休み

☞ absent（不在の），absentee（欠席者）
黒は実際は色ではなく色の欠乏である。

D 全体の，完全な，全くの

☞ entirely（完全に）

わたしたちは午後いっぱい喫茶店でおしゃべりをし
て過ごした。
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Disc 1
31

■

individual [ˆndyvIdZu¥l]

Each student was assigned an individual
computer.
■

goods [gUdz]

All kinds of goods are available at the
department store.
■

shy [SAi]

A shy child is afraid to speak.

■

overnight [Ouvy®nÅit]

Let’s stay overnight in the hotel.

■

indeed [indI…d]

The man finally admitted that he did indeed
commit the crime.
■

appeal [ypI…l]

The boss appealed to his staff to work even
harder.
■

swear [swEy®]

The boy lost the contest but swore to do
better next time.
■

hint [hInt]

I don’t know the answer so please give me a
hint.

D 個々の，個人の

A 個人

☞ individualism（個人主義）
全学生にそれぞれのコンピュータが割り当てられた。

A《複数形》商品，物資
デパートではあらゆる種類の商品を購入することが
できる。

D 内気な，はにかみ屋の，用心深い
内気な子供は話をするのを怖がる。

D 夜通しの，一泊の，一夜のうちの
（中）

F 一晩

ホテルで一泊しましょう。

F 本当に，まったく，実に，実際に
男はついに，自分が犯罪を犯したと認めた。

S 懇請する，上訴する

A 懇願，哀訴，上訴

上司は部下にもっと働くよう要請した。

S 〜を誓う，断言する，ののしる

A 宣誓

少年はコンテストでは入賞できなかったが次回は
もっとうまくやると誓った。

A 暗示，ヒント，助言，かすかな徴候
答えがわからないのでヒントをください。
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GROUP 5

analysis [ynQlysis]

Difficult problems require careful analysis.

according [ykC…®diN]

According to the weather forecast, it will rain
tomorrow.
■

explore [iksplC…®]

Mars has so far been explored using robots.

■

convenient [kynvI…niynt]

The 24-hour store was convenient.

■

graduate [grQdZu´it]

Study hard and you will graduate from
university in four years.
■

remind [rimAind]

Remind me to return your book to you.

■

instrument [Instrymynt]

The talented musician could play five
instruments.
■

require [rikwAiy®]

All drivers are required to have a license.

難しい問題には入念な分析が必要だ。

D 一致した，調和のとれた，
《according to
... で》〜によれば ☞ accordingly（それゆえに）
天気予報によれば明日は雨が降る。

S 〜を探検する，探求する，調査する

☞ exploration（探検），explorer（探検家）
火星はロボットを使って探索された。

D 都合のよい，便利な

☞ convenience（便利）
24 時間ストアは便利だった。

S 卒業する

☞ graduation（卒業）
一生懸命勉強すれば大学を 4 年で卒業できますよ。

S（人に）〜を思い出させる，気づかせる
本を返すよう私に催促してください。

A 道具，器具，器械，楽器
その才能あるミュージシャンは 5 つの楽器を演奏
できた。

S 〜を必要とする，要求する，命令する

☞ requirement（必要〔条件〕，要求）

すべてのドライバーは免許証が必要だ。
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ランクA

■

A 分析 ☞ analyst（分析者），analyze（〜を
分析する）
，analytical（分析的な）

一般語彙

■

Disc 1
32

■

entertain [´nty®tEin]

The singer entertained the audience with her
songs.
■

automatic [Ç…tymQtik]

Automatic doors open when people approach.

■

flash [flQS]

The lightning flashed, followed by the sound
of thunder.
■

rare [rEy®]

A rare gem is worth a lot of money.

■

grant [grQnt]

The school granted a loan to the student.

■

rely [rilAi]

The boy relies too much on his mother.

■

pace [pEis]

The runner kept up a fast pace throughout the
race.
■

recognize [rEkygnÅiz]

The man’s appearance had changed so much
his friends didn’t recognize him.

S 〜をもてなす，歓待する，
（申し出などを）
考慮する ☞ entertainment（歓待）
その歌手は歌で観客を楽しませた。

D 自動の

☞ automate（〜を自動化する）
自動ドアは人が近づくと開く。

A ひらめき，瞬間

S ひらめく，光る

稲妻が光り，続いて雷の音が鳴った。

D まれな，珍しい

☞ rarely（まれに）
珍しい宝石は大金の価値がある。

A 許可，授与，助成金，奨学金
する，許可する，授与する

S 〜を承諾

その学校は学生にローンを行っていた。

S あてにする，頼る

☞ reliable（信頼できる），reliance（信頼，信用）
少年は母親にべったりだった。

A 歩調，速度，ペース
走者はレース中速いペースを維持した。

S 〜を理解する，承認する，認識する

☞ recognition（承認，認識）

男性の外見があまりに変わっていたので友人は彼だ
とわからなかった。
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GROUP 5

physical [fIzikl]

Physical health can also influence mental
health.

ruin [rU(…)in]

Too much salt will ruin the taste of the dish.

■

feature [fI…tSy®]

The man’s physical features included long
hair, glasses, and a beard.
■

traditional [trydISynl]

As more modern homes are constructed,
traditional houses disappear.
■

release [rilI…s]

The captured animal was released into the
forest.
■

crush [kr?S]

The car crushed the motorcycle.

■

dismiss [dismIs]

The judge dismissed the case because of
lack of evidence.
■

conduct [kynd?kt]

The travel guide conducted the tour.

☞ physique（体型）

肉体的な健康は精神的な健康にも影響する。

S 〜を破滅させる

ランクA

■

D 肉体の，物質の，自然の
一般語彙

■

A 崩壊，破滅

塩を入れすぎると料理の味を損ないます。

A 特徴，特集記事
にする

S 〜を特集する，呼び物

男の身体的な特徴には長髪，眼鏡，あごひげがあった。

D 伝統的な，伝承の［による］

☞ tradition（伝統）

近代的な家がどんどん建てられるにつれ，伝統的な
家は姿を消していく。

S 〜を解放する，公開する，発売する
放，発表，発売

A解

捕らえられた動物は森に放された。

S 〜を押しつぶす，鎮圧する，つぶれる
押しつぶすこと，鎮圧

A

車はバイクを押しつぶした。

S 〜を解雇する，解散する，無視する，却下
する ☞ dismissal（解雇，却下）
判事は証拠不十分で裁判を棄却した。

S 〜を行う，振る舞う，導く A 行為，振る舞
い ☞ conduction（誘導），conductive（伝導性の）
旅行ガイドがツアーを率いた。
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Disc 1
33

■

technical [tEknikl]

The instructions in the manual were too
technical to understand.
■

translate [trQnsleit]

Please translate this document for me.

■

regulation [r´gjylEiS¥n]

High schools have too many regulations.

■

calm [kX…m]

It was a calm day with no breeze or wind.

■

patch [pQtS]

The boy’s mother put a patch on his torn
jeans.
■

temper [tEmpy®]

The teacher lost her temper when the
students kept talking loudly.
■

security [sikjU¥ryti]

Many banks have guards to provide for better
security.
■

split [splIt]

The corporation split into three separate
companies.

D 専門の，専門的な，実用（上）の，応用科
学の ☞ technique（専門技術）
マニュアルの説明は専門的すぎて理解できなかった。

S 〜を翻訳する

☞ translation（翻訳）
この書類を翻訳してください。

A 規制，規定，取り締まり

☞ regulate（〜を規制［規定］する）
高校には規則が多すぎる。

S 〜を落ち着かせる；静まる
落ち着いた，平静な

D 穏やかな，

風ひとつない穏やかな日だった。

S 〜に継ぎ当てる，〜を一時的に取り繕う
A つぎ，パッチ
少年の母は破れたジーンズにつぎはぎを当てた。

A 気質，気性，気分，短気，沈着
生徒たちが大声で話し続けていたので教師は怒り出
した。

A 安全，防衛

☞ secure（安全な；安全にする）
より安全を確保するため多くの銀行には守衛がいる。

S 裂く，割る，分割する
け目

D 裂けた

A裂

その企業は 3 つの別々な会社に分裂した。
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GROUP 5

ease [I…z]

Relax and feel at ease when you visit our
house.

creature [krI…tSy®]

The blue whale is the largest creature in the
sea.
■

elect [ilEkt]

In a democracy, the citizens elect the
government.
■

justice [dZ?stis]

Laws should be based on justice.

■

widely [wAidli]

Houses vary widely in price, depending upon
size and location.
■

mainly [mEinli]

The woman went to Europe mainly for sightseeing.
■

pity [pIti]

The boy felt pity for the lost cat and took it
home.
■

financial [fainQnSl]

Banking and investment are two of the main
financial services.

うちに来たときは楽にしてくつろいでください。

ランクA

■

A 気楽さ，容易さ S（苦痛など）を和らげる，
容易にする・和らぐ

A 創造物，生き物
シロナガスクジラは海でもっとも大きな生き物です。

S 〜を選ぶ，選出する・選挙する

☞ election（選挙），elective（選挙による）
民主主義では国民が政府を選びます。

A 正義，公正，正当性，裁判，裁判官

☞ just（公正な）

法は正義を基礎とするべきだ。

F 広く，はなはだしく
家は大きさや場所によって価格に大きなばらつきが
ある。

F おもに，大部分は

☞ main（おもな，主要な）
女性はおもに観光目的でヨーロッパに行った。

A 哀れみ，同情，残念なこと

☞ pitiful（かわいそうな）

少年は迷い猫をかわいそうに思い家へ連れて行った。

D 財政［金融］上の，財務の

☞ finance（財政，金融）

銀行業務と投資が二つのおもな金融サービスです。
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一般語彙

■

Disc 1
34

■

encourage [enkY…ridZ]

The government encouraged the public to use
less electricity.
■

equipment [ikwIpmynt]

The equipment at the factory was very
expensive.
■

authority [yTC…ryti]

The famous professor was an authority in his
field of study.
■

dawn [dC…n]

The sun rises at dawn.

■

weep [wI…p]

The man wept when his wife died.

■

sensible [sEnsybl]

Please make a sensible decision.

■

pale [pEil]

The girl’s face was pale from the fever.

■

democracy [dimXkrysi]

Democracy is supposed to put power in the
hands of the people.

S 〜を勇気づける，激励する，促す，助長す
る ☞ encouragement（激励）
政府は人々に電気の消費を抑えるよう奨励した。

A《集合名詞》備品，設備，装置，器具

☞ equip（〜を備える，身支度する）
工場の設備はとても高価だった。

A 権威，権限，《複数形で》当局

☞ authoritative（権威ある），authorize（権威を与える）
その高名な教授はその研究分野では権威だった。

A 夜明け，（事の）始まり
現れ出す

S 夜が明ける，

夜明けには太陽が昇ります。

S 涙を流す，泣く，悲しむ

A 泣くこと

男は妻が死ぬと涙を流した。

D 分別のある，賢明な

☞ sense（感覚，分別）
分別ある決断をしてください。

D 青白い，蒼白な，（色の）薄い，活気のない
少女の顔は熱で青ざめていた。

A 民主主義，民主制，民主国家

☞ democratic（民主主義の）

民主主義は国民の手に権力を置くものです。
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GROUP 5

yell [jEl]

The fans yelled encouragement to their team.

advantage [ydvQntidZ]

Being fast is an advantage in soccer.

■

religion [rilIdZ¥n]

The four main religions of the world are
Buddhism, Islam, Christianity, and Hinduism.
■

crack [krQk]

The dish cracked in the microwave oven.

■

weapon [wEpn]

Police are still looking for the weapon used in
the murder.
■

complaint [kymplEint]

The airline had a special office to handle
customers’ complaints.
■

costume [kXst∆u…m]

The actors wore costumes.

■

description [diskrIpS¥n]

The guidebook gave a description of each
famous place.

A叫

ファンはひいきのチームへの応援を叫んだ。

A 有利な点，長所，利益

☞ advantageous

（有利な）
，disadvantage（不利）

スピードが速いとサッカーで有利になる。

A 宗教，宗派

☞ religious（宗教的な）
世界の四大宗教は仏教，イスラム教，キリスト教，
ヒンズー教です。

S 割れる，割る，裂ける，亀裂が入る
け目，亀裂

A裂

電子レンジの中で皿が割れた。

A 武器，兵器
警察はまだ殺人で使われた凶器を捜している。

A 不平，不満，苦情，告訴

☞ complain（不平を言う）

その航空会社には客のクレームを処理する特別部門
があった。

A 服装，身なり
俳優たちは衣装をまとっていた。

A 記述，描写，説明（書）

☞ describe（〜を描写する）
ガイドブックには有名な場所がそれぞれ描写されて
いた。

75

TOEFL TEST究極単語5000 ためし読み → Webページへ

ランクA

■

S 〜と叫ぶ，〜をわめく・大声で叫ぶ
び声，わめき

一般語彙

■

Disc 1
35

■

slope [slOup]

The beach is a slope that ends in the sea.

■

trend [trEnd]

One disturbing social trend is the increase in
divorce.
■

agreement [ygrI…mynt]

We made an agreement to work together.

■

horrible [hC(…)rybl]

The movie was so poorly made it was horrible.

■

device [divAis]

The inventor designed a new device.

■

adopt [ydXpt]

The girl asked her family to adopt the
homeless kitten.
■

punishment [p?niSmynt]

Only the guilty deserve punishment.

■

spin [spIn]

The old woman spun cotton into thread.

A 坂，斜面，傾斜（度）
，勾配
浜辺は海まで続く坂になっています。

A 傾向，動向，傾き，流行
困った社会傾向のひとつは離婚の増加である。

A 合意，契約書，同意，協定

☞ agree（同意する），agreeable（快い）
我々は業務提携する合意に達した。

D 恐ろしい，残酷な，ひどく不愉快な
映画は安っぽい作りでひどいものだった。

A 装置，考案品
発明家は新しい装置を設計した。

S（方法など）を採用する，養子にする，
（動
物など）を引き取る ☞ adoption（養子縁組）
少女は野良猫を飼ってくれるよう家族に頼んだ。

A 刑罰，処罰

☞ punish（〜を罰する）
有罪だけが刑罰に値します。

S 〜を紡ぐ，回転させる

A 回転

老女は綿を紡いで糸にした。
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GROUP 5

confirm [kynfY…®m]

Please confirm your reservations.

sufficient [syfIS¥nt]

The body needs sufficient sleep each night.

■

surface [sY…®fys]

The surface of the water reflected the sky.

■

parcel [pX…®sl]

The courier service delivered the parcel.

■

informal [infC…®ml]

The party will be relaxed and informal.

■

suppose [sypOuz]

Scientists suppose that the rare illness is
caused by a virus.
■

sour [sAuy®]

This lemon is extremely sour.

■

unusual [/njU…Zu¥l]

Global warming causes unusual weather
around the world.

☞ confirmation（確認）
予約をご確認ください。

D 十分な

☞ sufficiency（十分），insufficient（不十分な）
体には毎晩十分な睡眠が必要だ。

A 表面，外観
水面には空が映りこんでいた。

A 包み，小包
宅配業者がその小包を配達した。

D 略式の，非公式の，形式ばらない，くだけ
た ☞ formal（公式の）
パーティーは気楽な略式で行います。

S 〜と思う，仮定する，推量する

☞ supposition（想像，仮定）

学者たちはその珍しい病気はウィルスによるものだ
ろうと仮定した。

D すっぱい，不機嫌な

A 酸味

このレモンはとてもすっぱい。

D 普通でない，異常な，珍しい，変わった
地球温暖化は世界中に異常気象を引き起こす。
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ランクA

■

S 〜を確認する，正式に認める
一般語彙

■

Disc 1
36

■

sum [s?m]

A new car costs a large sum of money.

■

bullet [bUlit]

The police officer loaded the bullet in his gun.

■

offense [yfEns]

A parking offense results in a $50 fine.

■

foundation [faundEiS¥n]

The first step in building a house is to dig the
foundation.
■

mysterious [mistI¥riys]

Mona Lisa’s smile is mysterious.

■

argument [X…®gjymynt]

The difference in opinion led to a big
argument.
■

sunny [s?ni]

Tomorrow is supposed to be warm and sunny.

■

proposal [prypOuzl]

The scientist hoped that her research
proposal would be approved.

A 合計，金額，総額 S 〜を合計する，要約
する ☞ summation（要約すること）
新車を買うには大金がかかる。

A 銃弾
警官は銃に弾を込めた。

A 違法行為，罪

☞ offend（罪を犯す），offensive（攻撃的な）
駐車違反は 50 ドルの罰金です。

A 建設，設立，財団，基金，根拠，土台

☞ found（〜を設立する）

家を建てる際の第一段階は基礎を掘ることです。

D 神秘的な，不可解な，怪しげな

☞ mystery（神秘）

モナリザのほほえみは神秘的だ。

A 議論，主張，論争，言い争い，論拠

☞ argumentative（議論好きな），argue（議論する）
意見の違いは大きな議論を呼んだ。

D 明るく輝く，日が照る，日当たりのよい，
陽気な
明日は暖かく晴れる模様です。

A 提案，計画，申し出

☞ propose（〜を提案する），proposition（提案）
科学者は自分の研究提案が承認されることを望んだ。
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GROUP 5

sore [sC…®]

If you exercise too much your muscles may
be sore the next day.

merchant [mY…®tS¥nt]

The downtown merchants formed an
association to promote sales.
■

steady [stEdi]

Hold the camera steady when you take a
picture.

運動をしすぎると翌日筋肉痛になりますよ。

ランクA

■

D（触ると）痛い

一般語彙

■

A 商人，商店主
繁華街の商店主たちは販売促進のために組合を作っ
た。

D しっかりした，安定した，着実［堅実］な
S 〜を安定させる ☞ steadily（着実に）
写真を撮るときはカメラを動かさずに持ちなさい。
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Disc 1
37

GROUP 6
■

humor [hjU…my®]

The professor’s sense of humor made her
lectures more interesting.
■

principle [prInsypl]

The philosopher lived his life according to
specific principles.
■

basis [bEisis]

A good thinker examines the basis for an
argument.
■

generation [dZ´nyrEiS¥n]

The ideals of my parents’ generation are
much different from those of mine.
■

stock [stXk]

The electronics store had a huge stock of
televisions that were on sale.
■

celebrate [sElybr´it]

The basketball players celebrated their victory.

■

engineering [´n∂ZynI¥riN]

The student majored in engineering because
he wanted to become an engineer.
■

instant [Instynt]

At the party, the boy and girl took an instant
liking to each other.

A ユーモア，おかしいもの，気性

☞ humorous（ユーモアのある）

教授のユーモアのセンスは講議をよりおもしろくし
た。

A 原理，原則，主義，基本方針
その哲学者は独自の主義に従って生活をした。

A 基礎，根拠，基準

☞ basic（基礎の）

よい思想家は議論の根幹を吟味するものだ。

A 世代，同世代の人々
私たちの親の世代の理想は私たちの世代の理想とは
ずいぶん違う。

A 在庫品，貯蔵

S 〜を仕入れる，蓄える

その電器店にはセール中のテレビの膨大な在庫が
あった。

S（祝典をして）〜を祝う，記念する

☞ celebration（祝賀）
バスケット選手たちは自分たちの勝利を祝った。

A 工学，工学技術

☞ engineer（技術者）
学生はエンジニアになりたかったので工学を専攻し
た。

D 即座の，即席の

A 瞬間，即時

☞ instantly（即座に）

パーティーで少年と少女はすぐに互いを好きになっ
た。
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GROUP 6

upset [/psEt]

Please don’t be upset at what I said.

alike [ylAik]

The two sisters looked alike but acted
differently.
■

chart [tSX…®t]

Making a chart is a good way to understand a
process.
■

ideal [aidI…¥l]

An ideal society may be impossible to achieve.

■

retire [ritAiy®]

The office workers had to retire at age 60.

■

article [X…®tikl]

The article in the newspaper was quite
interesting.
■

dramatic [drymQtik]

The end of the movie was dramatic.

■

wage [wEidZ]

This year the wages of the workers will be
increased only slightly.

私の言ったことに腹を立てないでください。

ランクA

■

D 転倒した，狼狽した，気分を害した S 〜
をひっくり返す，動転させる，怒らせる

D よく似て，そっくりで
二人の姉妹は見た目は似ていたが行動は違っていた。

A 図表，グラフ
図を作るのは過程を理解するのによい方法です。

D 理想の，理想的な

☞ idealism（理想主義）
理想の社会は実現不可能かもしれない。

S 引退する，退職する

☞ retirement（退職，退去）
社員たちは 60 歳で退職しなければならなかった。

A（新聞，雑誌の）記事，品物，
（契約，法令
などの）条項
その新聞記事はとても興味深かった。

D 劇的な，演劇の

☞ dramatically（劇的に）
映画の最後は劇的だった。

A 賃金，給料

S（戦いなど）を遂行する

今年は社員の給料はわずかしか上がらないだろう。
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一般語彙

■
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