- ＊目指せ！ースコア500-730突破・さ

®

TOEIC L&R テスト
究極単誦

BASIC
2200
……… ;…
．．
••

••豆五芦 尽芦醤•;;; ．．
;；

― 言ヽニヽ

誦研

*TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).
This publication is not endorsed or approved by ETS.
*L&R means LISTENING AND READING.
*S&W means SPEAKING AND WRITING.

TOEIC L&Rテスト究極単語BASIC2200 ためし読み → Webページへ

9•

％ん

—

本書は 2006 年語研より刊行された『TOEIC® TEST 究極単語 Basic 2200』を一部
加筆・修正し，再刊行したものです。主な修正点は以下のとおりです。
＊他動詞・自動詞の区別を訳語で明示しました。
＊見出し語の後に派生語・関連語情報も付記しました。
＊現在の生活環境，ビジネスに合わせた例文，用例を収録しました。
＊音読用の音声を収録した CD-ROM（MP3 形式，約 3 時間半）を本書に付録と
して付けました。
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 はじめに
TOEIC ® テストは英語によるコミュニケーション能力を測定するテス
トですが，高得点者であっても英語が使えない，職場以外に家族ぐるみ
で付き合えるような，親密な信頼関係を英語を用いては築けない，といっ
た話を聞いていた頃のある日，共に TOEIC 関連書の著者で，大学で英
語教育に携わる私たち二人が出会いました。それ以来，私たちは 1 人の
著者では成し得ない最高品質の語彙集を作り上げようと，互いに励まし
合いながら昼夜を問わず努力してまいりました。気がつけば，本書の情
報量は通常の語彙集の実に 3 倍を超え，総計 1200 ページを超える 2 冊
シリーズとなり，執筆に要した時間はゆうに 2 年を越えました。では，
なぜこうなったかというと，次のような理由があったからです。
● 数年にわたり著者のみならず多くの TOEIC 受験者から，実際の TOEIC ®
テストに出題された単語や熟語をこつこつと集めてきた。
● 単語の難易度判定を正確にしようと総計約 4900 語に対して，実際の
TOEIC® テストを受験している 20 名のモニターがランクを付けた。
● 単語の難易度ランクを統計処理するため，約 98000 個の数値を入力する
必要があった。
● 単語の一つ一つに適訳を複数見つけるためには，10 冊以上の辞書を調べ
る必要があった。
● 例文の改善を繰り返したために，英文一文を作成するのに 1 時間かけたこ
とさえあった。
● 原稿の推敲にあたって複数のネイティブと討論しながら一文一文を改訂し
ていった。
● 二人の著者が英語に対する疑問を真剣にぶつけ合いながら執筆していった。
● それぞれの著者が，休日返上で一日 12 時間以上も本書にかける日々が何
週間も続いた。
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費用効率から考えて，今後このような TOEIC® テストの語彙集を出版
することは難しいでしょう。なぜなら，あたかも最低限の努力でスコア
が上がった気になる薄い英語本がよく売れる時世に，本書のような時間
と労力をつぎ込んだ本格的な書籍を出版することは大きな試みだからで
す。
しかし，最近の調査結果によると，英語のネイティブ・スピーカーな
らば 8 歳で 1 万語の語彙を習得していて，成人ならば 2 万〜 3 万 5 千の
語彙を知っている，とあります。そして私たちが使える英語を身につけ
るには，まず聞いたり，読んだりしたときに意味がわかる程度の，受容
語彙 2 万語が必要だと言われています。そして受容語彙数が 2 万語あれ
ば，その 20 パーセントにあたる語彙が，自分の言葉として使える・英
語で発信する語彙となると言われています。さらに発表語彙に関しては，
意味以外の側面，多義性，同意語，反意語，派生語，統語情報，コロケー
ションなどを扱い，語彙の運用能力を上げる必要があります。
これらのデータから，薄い単語集だけで英語を学ぶよりも，語彙の学
び方，学習方略を身につけて，自ら意識的に未知の語彙を求めて，自ら
学ぶ習慣を身につけるほうが先決だとわかります。つまり「未知の語彙
を聞いたら，その場で耳から学べるように，音とスペリングの関係を身
につけ，語義と用法を学んで，その語を，自分が話すときに使ってみる」
（リスニング Input ＞ スピーキング Output）という練習，「読んだ英文
から自分で使える英語表現を摘出・収集して自らの思いを正しい英語で
表現する」（リーディング Input ＞ ライティング Output）という練習，
を優先させるのです。まるで，体に取り入れた食物の多くをエネルギー
に変えるような熱効率のよい体を作るように，Input としたものの 20 パー
セントとは言わず，より多くを Output に援用できる学習力，学習方略を，
本書を援用して身につけられますよう，お祈りしています。
2017 年 5 月
宮野智靖
藤井哲郎
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 本書の特長と使い方

究極の TOEIC® テスト語彙集「究極単語（きわめたん）」10 大特長
1．TOEIC® テストに必要な単語・熟語を完全カバー
本書『TOEIC® L&R テスト究極単語 BASIC 2200』と『TOEIC® L&R
テスト究極単語 ADVANCED 2700』
（L&R は LISTENING AND READING

の略称） は，2 冊からなるシリーズ書籍です。TOEIC ® テストに必要な

単語・熟語はすべてカバーしています。TOEIC ® テストの初受験に向け
て単語・熟語を学ぶ人は，Basic 編から始めてください。確かな語彙力
の土台をしっかりと築けるようにと，TOEIC ® テストによく出る基礎的
な語彙が，幅広い語義と中身の濃い例文を伴って収録されています。そ
して，語彙力をさらに高めるには，より難易度の高い語彙を収録した
Advanced 編が最適です。1 冊でも十分に目標スコアを突破できるよう
に作成されてはいますが，2 冊を合わせて学べば効果抜群です。TOEIC®
テストの単語・熟語はもちろんのこと，日常のビジネスシーンで使える
語彙が完璧にマスターできます。
2．TOEIC® テストに必ず出る単語・熟語を厳選
本書の見出し語は，著者自身が実際の TOEIC 公開試験を受験しなが
ら集めてきた単語をはじめ，TOEIC ® テストを何度も受験し研究してい
る友人・知人が提供してくれた語彙に関する情報を基にしています。そ
れらを独自のコンピュータ・プログラムで出題頻度 frequency によって
厳選したのが，本書の見出し語です。あなたが本物の TOEIC® テストを
一度でも受験したことのある方ならば，本番で出た単語がズバリ本書に
収録されていることに気づかれるはずです。これだけでも「究極単語（き
わめたん）」の信頼性は明白でしょう。さらに，本書には単語のみならず，
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過去に出題された頻度の高い重要熟語も収録されていますので，熟語も
含めた「究極単語（きわめたん）」の語彙カバー率が，従来の TOEIC 単
語集を凌駕していることは一目瞭然でしょう。
3．出る順からさらに進化した難易度順
人が言葉を学ぶには，簡単なものから難しいものへという適切な順序
があります。そこで，本書は一旦コンピュータで算出した頻度別見出し
語リストを難易度順に並べ替えました。著者は，実際に TOEIC® テスト
を受験してきた 990 点取得者 2 人を含む計 20 人のモニターにそれぞれ
の単語に難易度ポイントを付けてもらうよう依頼し，それをデータ化し
た難易度表を基準に見出し語の順番を決定したのです。よって，本書の
見出し語配列は，スコア取得者の実体験を鮮やかに反映しています。本
書のような TOEIC ® テストに特化した出題頻度と難易度という 2 段階
の語彙選定調査を行った語彙集は他に類がなく，史上初めての試みで
しょう。

◆『TOEIC® L&R テスト究極単語 BASIC 2200』の見出し語になって
いるのは難易度ランク下位の単語で，目標スコア 500 ～ 730 突破

に必修です。
◆『TOEIC ® L&R テスト究極単語 ADVANCED 2700』の見出し語に
なっているのは難易度ランク上位の単語で，目標スコア 730 ～ 900
突破に必修です。
4．重要な多義語がたくさん載っている
単語の意味は一つではありません。例えば，interest という単語には「関
心，利息，利子，利益」などの名詞に加え，「興味を持たせる」という
動詞の意味もあります。従来の TOEIC 単語集には単語一つに対して意
味が一つ，「interest ＝興味」などと一語一義で丸暗記を促すものがあり
ました。しかし，そんな単語集で訳語を一つだけ覚えたからといって，
その単語のことを本当に知っているとは言えません。本書では，すべて
の単語をまず多義語と捉えて，その中で TOEIC® テストに必要な語義に
日本語訳をつけました。よって，本書を使えば，単語の持つ複数の語義，
単語の意味の広がりを理解するという本当の意味での語彙学習が可能と
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なります。
5．豊富な例文で単語・熟語をマスターできる
これまでの TOEIC 単語集には，単語一つに例文が一つ，もしくは，
たとえ語義が複数あったとしても例文を一つで間に合わせてしまうもの
がほとんどでした。本書では，多義語に対応する例文をできるだけ多く
提示するよう努めました。中には TOEIC® テストとまったく同じ文型や
文体にした例文も多数あります。本書を使えば，複数の文脈によって語
義のみならず，イディオム，ことわざ，定型表現，複合語，句動詞，連
語フレーズ・コロケーションなどまでも学ぶことができるのです。本書
は，単語の語義から始まって，英語の総合力まで身につけられる画期的
な学習書なのです。
6．覚えて使える生きた例文
本書は TOEIC® テストで高得点を取ることを目指して書かれています
が，リスニングやリーディングという受動的な英語力向上のみに留まる
ものではありません。本書の例文の多くは，ビジネス現場や日常業務で
のスピーキングやライティング，すなわち発信にも使える実践的な英文
と し て 作 成 さ れ，TOEIC ® S&W テ ス ト（S&W は SPEAKING AND
WRITING の略称）にも使える例文を心掛けました。覚えればすぐに使え

る便利な英文が満載です。「受信型の試験で高スコアを取ったけれど，実
は英語が使えない」といった実力とスコアにギャップを作らないように，
自由に使える語彙を本書で増やしていってください。すでに知っている
単語でも，自分で自由に使えるようになれば，あなたの表現力は格段に
アップし，限られた語数でも，数多くの文を作れるようになります。本
書でぜひ，そんな英語表現力，英語発信力，英語運用力を身につけてく
ださい。
7．繰り返して覚える単語・熟語
「単語を記憶に残す最適な方法は，何度も繰り返して覚えること」と
いうのは周知の事実です。しかし，従来の薄く手軽な単語集では，本の
中で同じ単語に二度出会うことはありませんでした。まさに「一語一会
10
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（＝一期一会）で覚えよ」であったわけです。しかし，本書では，重要
な単語や熟語ほど，別の例文の中で何度も登場するように工夫しました。
同じ単語でも異なる文脈で使われると違った意味を表しますので，多義
語の用法や連語フレーズ・コロケーションが無理なく身につきます。
8．遊び心を忘れない楽しい例文
本書の例文には，記憶に定着しやすいようにという配慮から，意図的
に pun（語呂合わせ）や反意語や同意語，また類似語（綴り字や音が似
た語）や派生語を含ませてインパクトを強くした文が随所に見られます。
ぜひ一つ一つの例文を音読してみてください。きっと韻を踏んだ部分や，
例文のユーモアまでもが読み取れて，楽しみながら語彙学習を進めるこ
とができるでしょう。
9．人名にも意図がある
TOEIC® テストのリスニング問題では，日頃から英語圏の first name
や last name に慣れていないせいか，聞こえてきたのが瞬時に人名とわ
からずに，混乱する受験者が多いと聞きます。また，実際のビジネス現
場で取引先相手の名前を間違えてしまっては大変な失礼にあたり，信用
問題にもなりかねません。そこで，本書では英語圏で最も多い人名リス
トから名前を選び，例文に取り入れました。ちなみに，TOEIC ® テスト
には非英語圏の人名も登場しますので，本書も同じようにしてあります。
10．気配りのある解説と訳文
本書の解説部分には，暗記を助けるちょっとしたアドバイス，参考コ
メント，こぼれ話，注意事項，よくある間違い，単語の語源などなど，
語彙習得の助けになる仕掛けが多く施されています。これは，痒いとこ
ろに手が届く解説を目指した結果です。さらに，例文の訳はなるべく意
訳を避け，見出し語の語義が例文中にそのまま見て取れるように工夫し
た逐語訳，単語学習のための訳となっています。
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本書の単語の「難易度」調査はどうやって行われたか？
調査手順 1：

被験者を選出 ─ TOEIC ® テストを実際に受けて高スコアが取れた人

や，今もなおスコアアップを目指して頑張っている人，すなわち学習意
欲の高い人だけにモニターになってもらいました。そして，モニターの
英語力に偏りが出ないように，以下のようなさまざまなスコアを取った
20 名の方々に単語の難易度調査を依頼しました。
990 点 A さん

830 点 H さん

630 点 O さん

990 点 B さん

810 点 I さん

595 点 P さん

975 点 C さん

785 点 J さん

580 点 Q さん

975 点 D さん

780 点 K さん

575 点 R さん

945 点 E さん

760 点 L さん

530 点 S さん

890 点 F さん

695 点 M さん

505 点 T さん

860 点 G さん

680 点 N さん

調査手順 2：

モニターの実際の TOEIC® テスト・スコアを把握した上で，TOEIC®

テストに頻出する約 4900 語の英和グロッサリー一つ一つに難易度ポイ
ントを付けてもらいました。
モニターが難易度ポイントをつける時の大まかな指標は，以下のよう
な 4 つのレベルに設定しました。
Level 1：自分よりかなり下のレベル─超簡単
Level 2：自分より下のレベル─簡単
Level 3：自分のレベル
Level 4：自分より上のレベル─難しい
また，モニターの英語レベルによってポイントの値を変えました。
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【600 点未満のモニターの場合】
Level 1：TOEIC 300 点台 or below の単語----- 1 ポイント
Level 2：TOEIC 400 点台--------------------------- 2 ポイント
Level 3：TOEIC 500 点台--------------------------- 3 ポイント
Level 4：TOEIC 600 点台 or above の単語------ 4 ポイント
【600 点台のモニターの場合】
Level 1：TOEIC 400 点台 or below の単語----- 2 ポイント
Level 2：TOEIC 500 点台--------------------------- 3 ポイント
Level 3：TOEIC 600 点台--------------------------- 4 ポイント
Level 4：TOEIC 700 点台 or above の単語------ 5 ポイント
【700 点台のモニターの場合】
Level 1：TOEIC 500 点台 or below の単語----- 3 ポイント
Level 2：TOEIC 600 点台--------------------------- 4 ポイント
Level 3：TOEIC 700 点台--------------------------- 5 ポイント
Level 4：TOEIC 800 点台 or above の単語------ 6 ポイント
【800 点台と 900 点台のモニターの場合】
Level 1：TOEIC 600 点台 or below の単語----- 4 ポイント
Level 2：TOEIC 700 点台--------------------------- 5 ポイント
Level 3：TOEIC 800 点台--------------------------- 6 ポイント
Level 4：TOEIC 900 点台--------------------------- 7 ポイント
結果：モニター 20 名が約 4900 語に上のようなそれぞれ 4 つのレベルで
ポイント付けをした結果，難易度ポイントの合計は 56 ～ 114 の範囲で
分布し，59 のランクが算出されました。
本書の見出し語のほとんどは，このような TOEIC ® テスト受験
者の実感に従って難易度ランク毎に配列されています。そして，

『TOEIC® L&R テスト究極単語 BASIC 2200』では，難易度下位で

ある Rank 18 までの単語を収録し，それ以上に難しいと判定され
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た Rank 19 から 59 までの単語は『TOEIC ® L&R テスト究極単語
ADVANCED 2700』の方に表示を Rank 1 から Rank 41 と付け替
えて収録しています。

本書の効果的な使い方
これから本書で学ぶあなたは，A.「何のために」B.「どれだけ」C.「ど
うやって」学ぶのかをあらかじめ明確に意識しておけばおくほど効果が
上がります。
A.「何のために」学ぶのか？
人は，何のために学ぶのか，目的がはっきりしていることや興味のあ
ることであれば比較的容易に覚えることができるのですが，気持ちも乗
らずただぼんやりと単語を見ているような場合は，たとえ 100 回以上見
たとしてもほとんど記憶には残りません。それは，日頃から数え切れな
いほど一円玉の絵柄を見ているのに，葉の数をきちんと記憶していない
のと同じことです。本書を学習するときは，「コミュニケーションのた
めにこの単語を使うんだ！」という確固たる決意を持って，使えそうな
場面や話し相手の顔をイメージしながら声に出して能動的に学んでいっ
てください。
B.「どれだけ」学ぶのか？
人は覚えたことのおよそ半分を 1 時間で忘れ，1 日たつと 3 割しか覚
えていないと言われています。ではどうすればよいかというと，どんど
んと忘れる前に何度も復習して記憶に定着させていくのです。1 日に 100
語覚えたとしても，放っておけば次の日には 30 語しか覚えていないか
もしれません。しかし，1 日に何度も復習し，翌日に前日の復習に加え
てもう 100 語覚えるならば，2 日で 100 語以上を覚えることは十分可能
です。また，1 日に 1 時間ぶっ通しで学ぶよりも，15 分でもよいので効
率のよい集中学習を 1 日のうちに，朝食前，午前中，午後，就寝前と分
けて行うほうがよく覚えられます。語彙学習には「頻度と集中力と継続」
14
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が大切であることを心得てください。
C.「どうやって」学ぶのか？
人が何かを記憶するとき，視覚，聴覚，触覚，味覚，嗅覚という「五感」
をなるべく多く刺激すれば，イメージしやすく覚えやすくなります。本
書の英文を指で追いながら，目で見て，声に出して読んで，自らの声を
耳で聞いて，間違いを正しながら，立体的に学習していってください。
また，語彙研究のシミュレーションによると，人が新しい単語を習得す
るには，既に知っている単語とのネットワークを自分で張りながら覚え
ていくと効果的だとされています。新語を学ぶときは，その語に関連し
た単語を少なくとも 2 つは頭の中に浮かべるか，本書の中に関連語を 2
つ見つけ出すかして一緒に覚えていってください。
◆

◆

◆

本書は，文庫本やハガキなどでちょうど 1 ページが隠れる大きさになっ
ています。そこで，ページをそのような大きさのカードで隠してから音
声を聞いて，英語の発音をそのまま口まねしてください。70 回ばかりま
ねて脳に正しい音声イメージが定着したら，カードをゆっくり下にずら
しながら読むと……

1．最初に見出し語と発音記号が現れます。
ここで，発音と綴り字と発音記号の関連を身につけます。自分の日頃
の発音やアクセントと違っていた場合は，発音記号の横に小さく赤い☆
印を書き込んでおき，繰り返し復習しましょう。正しい発音を自分の口
に覚え込ませるように反復練習をして，見出し語の綴り字を見て，脳か
ら正しい発音を呼び出せるようにします。
また，見出し語と発音記号の後に続く派生語・関連語情報では，派生語・
関連語を収録ページ番号とともに示しています。A は ADVANCED 2700
編，B は BASIC 2200 編を示します。
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2．見出し語のすぐ下に語義があります。
列挙されたすべての語義をリズムよく読んでみましょう。簡単な単語
にも大きな意味の広がりがあり，自分でも意外に知らない，あるいはピ
ンと来ない語義があるのがわかります。一見，簡単な中学レベルのよう
に思える基礎単語であっても，実際の TOEIC® テストで間違えてしまう，
自分では正しく使えていないものが結構あります。せっかく綴り字を
知っているのに，使えないのはもったいない話です。単語のほとんどが
多義語だと意識して学ぶか，１語につき１訳だけで学ぶか，語彙学習に
対する姿勢の違いが，やがてあなたの語彙力ひいては英語コミュニケー
ションに違いをもたらします。
3．例文や例句がたくさん並んでいます。
例文は一つ一つ声に出して読んでいきましょう。すぐに流暢に読めま
すか。音読をして流暢に読めるかどうかは，その英文を理解できている
かどうかを試すことにもなります。たとえ簡単そうに見える単語でも，
知らない語義で用いられている例文や，日頃から耳で聞き慣れていない
単語や表現が使われた例文だとすぐに発音できないものなのです。きち
んと読めなかった文は，何度も音読をして，例文ごと単語を覚えてしま
いましょう。
「
英文を音読した瞬間にすぐに文意が理解できないときは，

」内の日

本語訳を読んでみましょう。日本語訳から単語の用法が透けて見えるよ
うに逐語訳を多めに意訳を少なめにしてあります。前後の文脈が与えら
れることで訳語がどう言い換えられ，見出し語にどんな含意があるのか
も意識して学べます。
また，状況をイメージしやすいように作られた例文もたくさんありま
すので，そんなときは例文に登場する人や物などを頭の中に描きながら
例文を音読してください。さらに，例文に代名詞があったなら，あなた
自身にとって最も身近な人や物事に置き換えて，自分に関連した英文あ
るいは自分の思いを表現する英文にしてしまうのもよいでしょう。
例文にはマーカーや赤ペンなどで線をどんどん引いて覚えていきま
しょう。自分の手を動かして本書を自分だけのオリジナル・テキストへ
と調理していきます。例文には，見出し語とよく組み合わされる前置詞
16
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や冠詞に加えて，連語フレーズ・コロケーションも満載です。見出し語
は太字になっていますが，その太字だけを覚えても英語は使えません。
太字の前後の単語をよく観察して日本語の訳文も参考にして，自ら使っ
てみたいフレーズに線を引いていきましょう。さらに，頻出する重要熟
語については青字で解説が添えられていますので，これも参考にしなが
ら例文に印をつけて音読して覚えていってください。
4．参考になるコメント
見出し語によっては，TOEIC ® テストのリスニング問題や語彙問題で
狙われやすい綴り字や発音の似た単語が載っていたり，語源の解説が
あったり，参考コメントが記されています。これらは見出し語がより印
象深く感じられ，記憶に定着しやすいようにという工夫です。人は自分
で積極的に判断を下したことならよく覚えていられます。ぜひコメント
を読み，これは自分にとっても重要だと判断したなら，意識して覚える
ようにしてください。
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付属の MP3 CD の使い方
＊付属のディスクは，MP3 形式の音声データを収録した CD-ROM です。パソ
コンや MP3 形式に対応したプレイヤーでの再生が可能です。
＊付属のディスクは，音楽用 CD プレイヤーやカーオーディオなどでは再生で
きない場合があります。再生方法の詳細や制限については，ご利用の機器の
マニュアルをご参照ください。
1. 通常のご利用（通常版）
＊パソコンや MP3 形式に対応したプレイヤーでは通常の MP3CD と同様にご
利用いただけます。音声はトラックごとに分割され，トラックは Group（ディ
スク）単位でまとまっています。
＊トラック番号は，本書の左ページの一番上にある３ケタの番号（001 〜 283）
で示しています。

2. 例文別の音声データのご利用（例文別版）
＊ MP3CD をパソコンで開くと，中に入ったファイルをご利用いただけます。
ZIP 形式で圧縮された「TOEIC (R) L&R テスト究極単語 BASIC 2200_ZIP」
フォルダには例文別の音声データが収録されています。ファイル名の 4 桁の
番号は，見出し語のすぐ左側にある 4 ケタの番号（0001 〜 2212）に対応し
ています。
＊見出し語の一覧（PDF 形式・XLS 形式）も収録いたしました。
＊ご利用に際しては，同じく MP3CD に収録されている「利用規約」（TXT 形
式）及び「ご利用方法」（TXT 形式）もご参照ください。

【例えば，こんな使い方もできます】
★ iTunes のスマートプレイリスト機能を利用すれば，アメリカ発音（US）・
イギリス発音（UK）・カナダ発音（CA）
・オーストラリア発音（AU）別に
プレイリストを作成することができます。
「ライブラリ」に，通常版・例文
別版のいずれかを追加してください。検索ルール（条件）は，「コメント」
を選択し，検索語は「US」「UK」「CA」「AU」の中から選んで入力すると
作成できます。詳しいスマートプレイリストの作成方法は，iTunes のヘル
プをご覧ください。

18
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目標スコア500

686語

TOEIC L&Rテスト究極単語BASIC2200 ためし読み → Webページへ

Group
001
1

Rank 1 ======================


0001 □

Rank 1

learn [lY…®n]

S（〜を）学ぶ，（〜を）知る，（〜が）わかる
‰ You are never too old to learn.「学ぶのに年をとりすぎていると
いうことはない，いくつになっても学ぶことはある」

◆ learn a lesson from ～「～から教訓を得る」
◆ I’m sorry to learn that you are leaving here.「あなたがもうすぐ
退職すると知って残念です」
0002 □

teach [tI…tS]

S（〜を）教える
‰ Nigel teaches accounting at the university.「ナイジェルは大学
で会計学を教えています」
［参考］the Teacher-of-the-Year award（年間最優秀教員賞）も覚え
ておこう。

0003 □

date [dEit]
S 日付を入れる，
（〜と）デートする，古くなる A 日付，期日，デー
ト（の相手）
‰ This letter is dated August 5th.「この手紙は 8 月 5 日付になって
います」

◆ Please sign and date this paper.「この用紙に署名と日付を記入願
います」

◆ Is Sam dating Katie?「サムはケイティーと付き合っているの？」
（＝ Is Sam seeing Katie?）
◆ What’s the date today?「今日は何日ですか」
◆ the moving [delivery/shipping] date「引越［配達／出荷］日」
◆ the release date「公開日，発売日」
◆ the date of purchase「購入日」
◆ the date of application「出願日」
◆ the date of enrollment「入会日，登録日」

20
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Rank 1
◆ To date we have not done business with any foreign company.

ません」 ▪ to date は「これまで，今まで」の意味の重要熟語。
0004 □

history [hIst¥ri]

➥ historical (255), historic (285)

A 歴史，経歴，履歴
‰ This is the largest specimen in the history of this natural

history museum.「これはこの自然史博物館が開館して以来，

最大級の標本です」 ▪ in the history of ～は「～史上で」の意

目標スコア 500

「これまで弊社はいかなる海外企業とも取引をしたことがござい

りください」

◆ Could you tell me about your personal history to date?「あな
たのこれまでの経歴について教えていただけますか」 ▪ one ’ s
personal history には「～の経歴」の他，「～の履歴書」という
意味もある。
0005 □

drama [drX…my]

目標スコア 600

味の重要熟語。

◆ Please send your résumé with salary history to the following
address.「下記の住所にあなたの履歴書を，給与歴と一緒にお送

➥ dramatic (175), dramatically (398)

A ドラマ，戯曲，劇
テレビドラマですよね」

◆ a prestigious drama school「一流の演劇学校」
◆ She makes a drama out of nothing.「彼女は何でもないことで大
げさに騒ぎ立てる」 ▪ make a drama out of ～は「～のことで
大騒ぎする」の意味の重要熟語。

problem [prXblym]

➥ problematic (A188)

A 問題，トラブル

‰ This is the very problem facing our company today.「これこそ
が，今日我が社が抱えている問題である」

◆ correct the current problem「現行の問題を解決する」
◆ a major [minor] problem「大きな問題，主な問題［小さな問題，
些細な問題］」

◆ We are trying to find a solution to the computer problem.

「我々はそのコンピュータ上の問題の解決策を見い出そうとして
いる」
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0006 □

目標スコア 730

‰ It’s a very popular TV drama, isn’t it?「それは非常に人気のある

Group
002
1
0007 □

choice [tSCis]

➥ choose (45)

A 選択，選択の権利
‰ This is the job of my choice.「これは自分で選んだ仕事です」

◆ It’s your choice.「それは君が決めることだ」
◆ I had no (other) choice but to continue.「私には続けるしかな
かった」 ▪ have no (other) choice but to do は「～するしか
ない」の意味の重要熟語。
0008 □

style [stAil]

A 型，デザイン，やり方，格好
‰ The historic building is famous for its original style.「その歴史
的建造物は，その独創的な型で有名です」

◆ Do you have the same style of shoe in a bigger size?「これと同
じデザインの靴でもっと大きいのがありますか」

◆ It’s not my style of running a business.「それは私の事業経営の
流儀ではない」

◆ Whatever he does, Leon does it in style.「レオンは何をするにし
ても，格好良くやる（→様になる，絵になる）」 ▪ in style は「見
事に，立派に」の意味の重要熟語。
0009 □

opinion [ypInjyn]
A 意見，見解

‰ My opinion is that ～「私の意見では～である」

◆ form an opinion about ～「～について意見をまとめる」
0010 □

office [Xfys]

➥ official (216), officer (259), officially (349)

A 職場，事務所，オフィス
‰ He was away from the office on a business trip for about ten

days.「彼は約 10 日間の出張で会社を離れていた」
◆ Please call my office at your earliest convenience.「早急に私の
事務所（オフィス）までお電話ください」 ▪ at one’s earliest
convenience は「なるべく早く，～の都合がつき次第」の意味
の重要熟語。
0011 □

visitor [vIzyty®]

➥ visit (63)

A 訪問者，観光客
‰ A lot more visitors than expected showed up at the event.

22
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「予想よりもずっと多くの来客が，そのイベントにやってきた」
中から観光客を引き寄せる」
0012 □

soft [sC(…)ft]

➥ softly (180), soften (422)

D 柔らかい，甘い
‰ She softly laid a pillow on the soft surface of the bed.「彼女は
柔らかいベットの上に枕をそっと置いた」

目標スコア 500

◆ Hawaii attracts visitors from all over the world.「ハワイは世界

◆ The manager is said to be too soft on workers.「部長は部下に甘
すぎると言われている」

memory [mEm¥ri]

➥ memorial (163), memorize (252), memorable (A150)

A メモリー，記憶

‰ memory chips「メモリーチップ」

◆ memory capacity「記憶容量」
◆ If my memory serves me correctly,「私の記憶が正しければ，～」
0014 □

remember [rimEmby®]

目標スコア 600

0013 □

S（〜を）覚えている，忘れずに〜する
‰ I vaguely remember seeing her once somewhere.「以前どこか

▪ <remember ＋ -ing> は「～したことを覚えている」の意味
を表す。

◆ Please remember to send every staff a reminder of the coming
conference.「今度の大会のお知らせを忘れずに職員全員に送っ
ておいてください」 ▪ <remember ＋ to 不定詞 > は「（やるべ
きことを）忘れずに～する」の意味を表す。

help [hElp]

➥ helpful (94)

S（〜を）手伝う，
（〜を）助ける，役立つ，〜に応対する，〜を避ける
A 助け，支援
‰ The seminar should greatly help produce effective business

strategies.「そのセミナーは有効なビジネス戦略を生むのに大き
な助けとなるはずです」
◆ Corporate badges can help to provide a sense of pride for the
employees.「会社のバッジは，社員に自尊心を持たせるのに役
立つでしょう」

◆ How may [can] I help you?「いらっしゃいませ，何かお困りですか，
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0015 □

目標スコア 730

で彼女に会ったことをぼんやりとですが，覚えています」

Group
003
1

どういうご用件でしょうか」（＝ May [Can] I help you?）
◆ I could not help but get back to New York last night.「私は昨夜
ニューヨークに戻らざるを得ませんでした」 ▪ <cannot help
but ＋動詞の原形 > は「～しないわけにはいかない」（＝ cannot
help ＋ -ing ＝ cannot but ＋動詞の原形）の意味を表す慣用表現。
◆ I can’t help it.「それは仕方がないよ，それはどうしようもないよ」
（＝ It can’t be helped.）
◆ If you need any help, let me know.「何か手伝うことがあれば，言っ
てくださいね」
0016 □

easily [I…z¥li]

➥ easy (43), ease (383)

F 容易に，楽に，簡単に，気楽に，ゆったりと
‰ You could easily build a log house like this.「このようなログハ
ウスであればあなたでも簡単に建てることができます」

◆ We are able to manage the network easily.「我々はネットワーク
を楽に管理できています」

◆ We used to obtain good financing from the bank far more
easily than we do now.「かつて我々は今よりもずっと楽に銀
行から好条件の融資を受けられたものだった」

◆ Mr. Johnston is not easily pleased.「ジョンストン氏はなかなか
満足しない（結構気難しい）人だ」

◆ That hotel can easily accommodate a large group of tourists.
「あのホテルなら大きなツアー団体でもゆったりくつろげます」
0017 □

expensive [ikspEnsiv]

➥ expense (372), expend (568), expenditure (A137)

D 高価な，高くつく（⇔ inexpensive〔安価な，安い〕）
‰ The older the antiques are, the more expensive they will

be.「骨董品は古ければ古いほど，高価になる」 ▪ <the 比較級 ,
the 比較級 > は「～すればするほどますます～」の意味を表す。
◆ Things in Tokyo are way too expensive.「東京で物を買うとあま
りに高すぎる（→東京の物価は高すぎる）」
0018 □

image [ImidZ]

A イメージ，印象，像
‰ How can the U.S. improve its image in the Middle East?「どう
すれば米国は中東でのイメージアップを図れるのだろうか」

◆ enhance the company’s image「会社の印象を高める」
◆ a mirror image「鏡像」
24
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pride [prAid]

➥ proud (164)

A 誇り，自尊心 S 〜を誇る，〜を自慢する
‰ Mr. Kang takes pride in his professional skills.「カン氏は自分の

専門的技能に誇りを持っている」 ▪ take pride in ～は「～を
誇る，自慢する」の意味の重要熟語。

◆ The hotel prides itself on top-notch service.「そのホテルは一流
サービスを誇っている」 ▪ pride oneself on ～は「～を誇る，
自慢する」の意味の重要熟語。
0020 □

目標スコア 500

0019 □

age [EidZ]

‰ Mr. Harrison became president of the bank at the age of 35.

「ハリソン氏は 35 歳で銀行の頭取となった」 ▪ at the age of

35 は，at age 35 や at 35 years of age などと言い換え可能。
◆ With age the metal parts started making loud noises.「使用年数
が経つにつれ，金属部品が大きな騒音を発し始めた」

◆ I haven’t seen you for ages.「ずいぶん久しぶりですね」 ▪ for
[in] ages ＝ for a long time（長い間）と覚えておこう。
◆ Overuse of the printer ages the rubber parts fast.「印刷機の使

目標スコア 600

A 年，年齢，《~s》長い間 S 老化させる，老化する

0021 □

main [mEin]

➥ mainly (186)

D 主要な，中心的な
‰ the main office「本店，本社」

◆ the main lobby「（ホテルの）メインロビー」
0022 □

member [mEmby®]

➥ membership (381)

A 一員，会員

目標スコア 730

いすぎはゴム部品の劣化を早める」

‰ Mr. King has been serving as a member of this committee for

ten years.「キング氏はこの委員会の一員として 10 年間ずっと

0023 □

order [C…®dy®]

➥ ordinary (276), orderly (A135)

A 注文，注文品，命令，順序，状態，為替 S（〜を）注文する，
（〜
を）命令する
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務めてきました」

◆ board members「役員，重役，取締役」
◆ faculty members「教授会職員，教職員」

Group
004
1

‰ an order form「注文書」

◆ the order number「注文番号」
◆ We have already shipped your order.「お客様のご注文品はすで
に発送いたしました」

◆ work orders「作業命令，業務命令」
◆ by order of the management「経営陣の命令により」
◆ They are listed in alphabetical order.「それらはアルファベット
順に並んでいます」

◆ The elevator is out of order.「エレベーターは故障中です」
◆ You can pay either by credit card, check or money order.

「クレジットカード，小切手，または郵便為替でのお支払いが可
能です」

◆ in order to make a living「生計を立てるために」 ▪ in order to
do は「～するために」の意味の重要熟語。
◆ The item you ordered is not available at this time.「お客様のご
注文された商品はただいま取り扱っておりません」

◆ order an investigation of ～「～の調査を命じる」
0024 □

safe [sEif]

➥ safety (32)

A 金庫 D 安全な，無事で
‰ Do you have a key to the safe?「金庫の鍵をお持ちですか」

◆ Keep your valuables in your safe deposit box just to be on the
safe side.「念のために，貴重品は貴重品保管ボックスに入れて
おいてください」 ▪ on the safe side は「大事を取って」の意
味の重要熟語。to be on the safe side は，to play safe（安全
策を取るために）と言い換えることも可能。a safe deposit box
（貸金庫，セイフティーボックス）は a safety deposit box とも
いう。いずれもハイフンを付けて，a safe-deposit box や a
safety-deposit box で用いることも多い。
◆ Better safe than sorry.「用心するに越したことはない（→《諺》
転ばぬ先の杖）」（＝ It’s better to be safe than sorry.）
◆ Susanna returned home to Miami safe and sound.「スザンナは
マイアミの自宅に無事戻って来た」 ▪ safe and sound は「無
事に，無傷で，異常なく」（＝ safely, in safety）の意味の重要
熟語。
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technology [teknXlydZi]

➥ technique (60), technical (186), technician (247), technological (307)

A 技術，科学技術

‰ Modern technology allows cell phones to take pictures and

play music.「最近の技術は，携帯電話で写真を撮り，音楽を流
すことを可能にした」
◆ a technology fair「技術展覧会」
◆ advanced technology「先端技術」
◆ information technology（＝ IT）「情報技術」
0026 □

angry [QNgri]

目標スコア 500

0025 □

➥ anger (67)

‰ The manager was rather angry about the news.「部長はその知
らせにややご立腹でした」 ▪ rather は「いくぶん，やや，予想
以上に，かなり」など幅広い意味を持つ副詞なので，場合によっ
ては「部長はその知らせに意外と怒っていました」と訳すことも
可能である。
0027 □

marriage [mQridZ]

➥ marry (40)

目標スコア 600

D 腹を立てて，憤慨して

A 結婚

◆ marriage counseling「結婚相談」
0028 □

sell [sEl]

➥ sale (46), salesperson (110)

S（〜を）売る，（〜を）販売する，売れる A 売り込み（方）
‰ Their inventory was all sold out, and now they are selling off

the building and the land.「彼らの在庫はすべて売りつくされ，
今は建物と土地を処分しているところです」

目標スコア 730

‰ a marriage license「結婚許可証」

◆ Mr. Takata made the hard sell in the direct-sell marketplace.
「タカタ氏は直販市場で強力な売込みを行った」

normal [nC…®ml]

➥ normally (274), norm (A413)

D 通常の，正常な A 標準，平常
‰ Overseas remittance is available only during normal banking

hours.「海外送金は通常の銀行営業時間内のみ利用可能となって
います」
◆ the normal closing time「通常の閉店時間，終業時刻」
◆ the normal relationship between the two countries「2 国間の正
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0029 □

Group
005
1

常な関係」

◆ above [below] normal「標準以上［以下］」
◆ I hope you’ll soon get back to normal.「体調がすぐに平常に（元
に）戻るといいですね」
0030 □

try [trAi]

➥ trial (546)

S 〜をやってみる，〜をしようとする，〜を試す A ためし，試み
‰ Would you like to try this on and see how it looks?「これを試着

して，どんな感じか見てみますか」 ▪ try ～ on（＝ try on ～）
は「～を試着する」の意味の重要熟語。

◆ I tried to call you, but I couldn’t find your number.「あなたに電
話しようとしたのですが，番号が見つかりませんでした」

▪ tried to do は「～しようとした（が実際にはしなかった）」
のニュアンスを持つ。

◆ I tried calling him, but he never answered the phone.「彼に電
話してみたのですが，彼は電話に出ませんでした」 ▪ tried
doing は「（実際に）～してみた」のニュアンスを持つ。
◆ The manager likes to try his hand at this and that.「その経営者
は，あれこれと手を出したがる」 ▪ try one’s hand at ～は「～
に手を出す，
～を経験する，
～の腕試しをする」の意味の重要熟語。

◆ She decided to try her hand at a bit of Mexican cooking.「彼女
はちょっ と し た メ キ シ コ 料 理 に 挑 戦 し て み る こ と に し た 」

▪ この例文の try one’s hand at ～は「～を一度やってみる」と
意訳すれば，ピッタリとくる。

◆ If it’s worth a try, let’s try it.「やるだけの価値があるのなら，やっ
てみようよ」（＝ If it’s worth a try, let’s give it a try.）
0031 □

printer [prInty®]

➥ print (85), printing (313)

A プリンター，印刷装置，印刷業者，印刷所
‰ The printer is jammed again.「プリンターがまた紙詰まりを起こ
した」

◆ a laser printer「レーザープリンター」
0032 □

business [bIznys]

➥ busy (34), businessman (176)

A ビジネス，業務，営業，仕事，事業，売上，やるべき事
‰ I have some unfinished business.「私には終わっていない（やり
残した）仕事があります」

◆ small businesses「小企業」
28
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◆ a business meeting「商談」
◆ business hours「営業時間」
◆ go out of business「倒産する」
◆ Our business is booming.「我々の商売は繁盛している，当社の業
務は盛況である」

◆ That’s not your business.「それはあなたの知ったことではない（余
計なお世話だ）」 ▪ 同じ意味を表すもっときつい表現に It ’ s
none of your business. や Mind your own business. がある。
0033 □

目標スコア 500

Rank 1

supermarket [sU…py®m˛…®kyt]
‰ That supermarket is a leading competitor of ours.「そのスー
パーマーケットは当店の有力な競争相手です」

0034 □

late [lEit]

➥ later (151), latest (248), lately (335), latter (422)

D 遅い，遅れた，今は亡き F 遅れて
‰ the late arrival of Flight 742「742 便の到着の遅れ」

◆ There were some late comers for the meeting.「会議に遅れて来

目標スコア 600

A スーパーマーケット

た者（遅刻者）が何名かいた」

family [fQm¥li]

A 家族 D 家族の
‰ My family and I are looking forward to taking a long summer

vacation.「私の家族も私も長い夏休暇を楽しみにしています」
◆ We are a family of five.「うちは 5 人家族です」（＝ There are
five people in my family.） ▪ My family is five. や I have
five families. などとは絶対に言えないので要注意。
◆ How’s your family?「ご家族はお元気ですか」（＝ How are your
folks?） ▪ folks は元は「人々」の意味だが，one’s folks で「～
の家族」の意味を表す。

◆ All employees are entitled to two weeks of family leave every
year.「全従業員が毎年 2 週間の家族休暇を取ることができる」
◆ balance work with family life「仕事と家庭生活とのバランスを取
る，仕事と家庭生活を両立させる」

◆ a median family income「平均家計所得」
◆ Mr. Brewer is a good family man.「ブルアー氏は家庭第一の人です」
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0035 □

目標スコア 730

◆ the late President「故大統領」
◆ The shipment of our order arrived late.「注文品が遅れて届いた」

Group
006
1
0036 □

only [Ounli]

F 〜だけ，〜のみ，〜に限る，ほんの
‰ Only once has there been a problem regarding shipment.「こ

れまで一度だけ配送に問題がありました」 ▪ only が文頭にく

ると倒置されることに注意。

◆ Mr. Chin dresses formally only on special occasions.「チン氏は
特別な催しのときだけ，かしこまった服を着る」

◆ Mr. Barlow’s proposal proved to be only mediocre.「バーロウ氏
の提案は，ありきたりに過ぎないものだとわかった」

◆ A delivery truck can be parked in a designated space only.「配
送トラックは決められたスペースに限って駐車できます」

◆ You have only a few days left before the due date.「支払い期日
までにほんの数日しかありませんよ」
0037 □

keep [kI…p]

S 〜を続ける，〜を保つ，〜を維持する
‰ Please keep your seat belt fastened whenever seated.「着席中
は常にシートベルトをお締めください」

◆ Keep your work pace that way.「仕事のペースをそのまま維持し
なさい」
0038 □

together [tygEDy®]

➥ togetherness (A255)

F 一緒に，共に，一同に集まって
‰ Johannes and I rode in a taxi together to the airport.「ジョハ
ネスと私は空港まで一緒にタクシーで行った」

◆ The design team worked well together on the project.「デザイ
ンチームは協力し合って，そのプロジェクトに大変うまく取り組
んだ」

◆ The manager has brought together a team of experts to
examine our facilities.「部長は専門家チームを集めて，我が社
の設備を検査した」 ▪ bring together ～は「～を呼び集める，
一緒にする，まとめる」の意味の重要熟語。

◆ Ms. Denby will be getting together with his client this coming
Friday.「デンビーさんはこの金曜日にクライアントに会う予定
です」 ▪ get together は「会う，集まる，協力する」の意味の
重要熟語。

◆ Back in 1985, he founded the company together with several
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「～と一緒に，～に加えて」
（＝ along with ～）の意味の重要熟語。
［参考］名詞の togetherness（連帯感）も覚えておこう。
0039 □

clothes [klOuz]

➥ cloth (92), clothing (214)

A 衣服，着物

‰ Fold up your clothes.「自分の服をたたみなさい」

目標スコア 500

of his college friends.「かつて 1985 年に，彼は数人の大学時
代の友達と共にその会社を設立した」 ▪ together with ～は

◆ Let me change my clothes. It won’t take long.「ちょっと服を着

0040 □

blouse [blAus]
A ブラウス

‰ Mrs. Heightley bought a striped blouse yesterday.「ハイトリー
さんは昨日縞模様のブラウスを買った」
0041 □

collar [kXly®]

目標スコア 600

替えさせてください。そんなに時間はかかりませんから」
［参考］clothes は close と同じく，[klOuz] と発音するのが普通である。

A（衣服の）襟，カラー
åcollar と color [k?ly®]（色），caller [kC…ly®]（電話をかける人，電話して
‰ This is a nice shirt with a two-color striped collar.「これは襟の
部分が 2 色の縞模様になっている素敵なシャツです」
［参考］a cuff（そで口）も覚えておこう。

0042 □

difficult [dIfik¿lt]

➥ difficulty (60)

D 難しい，困難な

‰ The presentation was a bit difficult for me to understand.「そ

目標スコア 730

きた人，訪問者）の発音の違いに注意しよう。

のプレゼンテーションは私には少し理解するのが難しかった」

◆ The driving test was more difficult than I had anticipated.「運

るのに困難を感じるかもしれません」
0043 □

bank [bQNk]

➥ banker (278), banking (A20)

A 銀行

‰ Go to the bank and transfer the money to Harry’s account.「銀
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転免許試験は私が予想していたよりも難しかった」

◆ You may find it difficult to work with a selfish person like Mr.
Lowe.「あなたはロウ氏のような自分勝手な人と一緒に仕事をす

Group
007
1

行へ行って，ハリーの口座にお金を振り込んでください」

◆ a bank manager「銀行支店長」
0044 □

safety [sEifti]

➥ safe (26)

A 安全

‰ The revised safety procedures require workers to wear safety

goggles and a safety helmet.「改正された安全手順により，
作業員は安全ゴーグルと安全ヘルメットを着用しなければならな
い」
0045 □

work [wY…®k]

➥ working (113), workable (A155)

S 働く，作業する A 仕事，作業，職場
‰ Mr. Brady has worked in this office for 13 years.「ブレイディ氏
はこのオフィスで 13 年働いています」
◆ Ms. Gless often works online for many hours.「グレスさんはよ
くオンラインで長時間作業をする」

◆ I hope this plan will work out fine.「この計画がうまくいくとよ
いのだが」 ▪ work out は「うまくいく」の意味の重要熟語。
◆ They are just about to start working on a new project.「彼らは
今から新しいプロジェクトに取り組もうとしている」 ▪ work
on ～は「～に取り組む」の意味の重要熟語。
◆ work rules「就業規則」
◆ work hours「勤務時間」（＝ working hours）
◆ work orders「業務命令，作業命令」
◆ How long does it take you to get to work?「職場まで行くのにど
れくらい時間がかかりますか」
0046 □

mix [mIks]

➥ mixture (188)

S 〜を混ぜる，〜を混同する，混ざる，付き合う
‰ The sales figures for both the first quarter and the second

quarter were mixed in the chart.「第 1 四半期と第 2 四半期
の売上高が，その図表では混在していた」
◆ She mixed up his phone number with his fax number.「彼女は
彼の電話番号とファクス番号を勘違いした」 ▪ mix up ～は「～
を混同する，取り違える」の意味の重要熟語。
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museum [mju…zIym]
A 博物館，美術館

‰ Paris Maritime Museum officials「パリ海洋博物館の職員」

◆ the San Diego Natural History Museum「サンディエゴ自然史博
物館」

◆ a hands-on museum for children「子どもたちのための参加・体
験型博物館」

◆ works from the permanent collection of the Seattle Art Museum

目標スコア 500

0047 □

「シアトル美術館の永久保存コレクションからの作品」

show [SOu]

➥ showing (A135)

S 〜を見せる，〜を示す，見える，現れる A 展示会，品評会，番組
‰ Mr. Fernandez showed me around his office.「フェルナンデス
氏は私を連れて会社を案内してくれた」 ▪ show ～ around は

「～を案内する」の意味の重要熟語。

◆ This chart clearly shows us how our industry has changed over
the past decade.「この図表は我々の業界が過去 10 年間でいか
に変わってきたかを端的に示しています」

目標スコア 600

0048 □

◆ a trade show「見本市」
（＝ a trade fair） ▪ a trade show には「試

組は何ですか」
0049 □

air [Ey®]

A 空気 S 〜を放送する
‰ The air in this forest is so fresh and inviting.「この森の空気はと
ても新鮮で爽快だ」 ▪ inviting は「いい感じの」の意味の形容

目標スコア 730

写会」という意味もある。

◆ What’s your favorite TV show?「あなたのお気に入りのテレビ番

詞。

◆ The air-traffic controller asked to turn on the air conditioner.

0050 □

poor [pUy®]

➥ poverty (410)

D 貧しい，乏しい，粗末な，劣った，悪い
‰ due to the poor economic situation「活気のない経済状況により」

◆ Last year’s sales were poor.「去年の売れ行きは不振だった」
◆ We complained about the poor service we received.「我々はお
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「航空管制官はエアコンをつけるよう求めた」
［参考］an air conditioner は，しばしば略して an AC と呼ばれる。

Group
008
1

粗末なサービスを受けて苦情を言った」

◆ The candidate made a poor showing in the election.「その候補
者は選挙では振るわなかった（不振な選挙結果だった）」

◆ in poor weather「悪天候の中」
0051 □

news [n∆U…z]

➥ newsletter (A20), newsstand (A124)

A ニュース，報道，情報（不可算名詞であることに注意）
‰ I haven’t heard much news about the scandal lately.「そのス
キャンダルのニュースについては最近あまり聞いていません」

◆ the local and regional news「ローカル・地方ニュース」
◆ That’s news to me.「それは初耳です」
0052 □

busy [bIzi]

➥ business (28), businessman (176)

D 忙しい，混雑している，話し中の
‰ Sorry. I’m really busy now.「すみません。今とても忙しいんです」

◆ The street is always busy with shoppers.「その通りはいつも買い
物客でにぎわっている」

◆ I called him a couple of times, but the line was busy.「彼に 2，
3 度電話してみましたが，話し中でした」
0053 □

join [dZCin]

➥ joint (366)

S（〜に）加入する，（〜に）参加する
‰ Ms. Ray joined our firm only last week.「レイさんは先週我が社
に入社したばかりです」

◆ Why don’t you join us?「一緒にどうですか，加わりませんか」
0054 □

hero [hI…¥rou]

➥ heroic (A33)

A ヒーロー，英雄
‰ Mr. Rodriguez, you are my hero, my idol!「ロドリゲスさん，あ
なたは私のヒーロー，あこがれの人です」

◆ Hideo Nomo is still a hero to me.「ヒデオ・ノモは今もなお私に
とって英雄だ」
［参考］a hero は男性に用いる語であり，女性の場合は a heroine（ヒ
ロイン）を用いる。
0055 □

win [wIn]

S 勝つ，〜を勝ち取る A 勝利
åwin の活用（win-won-won）をしっかりと覚えておこう。
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‰ In business, we win some, we lose some.「ビジネスでは，勝つ

0056 □

important [impC…®t¥nt]

➥ importance (102)

D 重要な，大切な

目標スコア 500

こともあれば，負けることもある」

◆ The architect won the design competition three times in a row.
「その建築家はデザインコンペで 3 回連続優勝した」
◆ predict three wins in succession「3 連勝を予想する」
（＝ predict
three consecutive wins）

‰ It is important for managers to understand employees’ needs.
とは重要である」

◆ This handout contains some important information about
health plans.「この配付資料には保険プランについて重要な情
報が載っています」

◆ Establishing [Maintaining] a good personal credit history has
never been as important as it is today.「個人のクレジット利
用歴を良くしておくことが今日ほど大切な時は，これまでにな

目標スコア 600

「管理職にとって，従業員が何を必要としているかを理解するこ

かった」

◆ Waterproofness is an important feature of our watch line-up.
0057 □

knowledge [nXlidZ]

➥ know (36)

A 知識

‰ The position requires a broad knowledge of accounting.「その
職は会計に関する幅広い知識を要求している」

◆ to the best of my knowledge「私の知る限りでは」
0058 □

ready [rEdi]

目標スコア 730

「防水性（耐水性）は，当社の腕時計商品系列の重要な特色です」

➥ readily (A337)

D 用意［準備／支度］ができた S 〜を準備する
◆ I’m ready for a transfer.「もう転勤してもいい覚悟でいます」
◆ Salesclerks are readying themselves for the final bargain sales.
「販売員は最終バーゲンセールの準備をしています」

0059 □

bad [bQd]

➥ badly (386)

D 悪い，ひどい
‰ Unless the weather is bad, we’ll have the company picnic.「天
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‰ I’m ready to resume work.「仕事再開の準備はできています」
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気が悪くない限り，我々は会社のピクニックを行います」

◆ I feel bad about it.「それについてはすまないと感じています」
0060 □

theater [TIyty®]

➥ theatrical (A285)

A 劇場

‰ a movie theater「映画館」

◆ theater patrons「劇場の観客」
0061 □

cancel [kQnsl]

➥ cancellation (349)

S 〜をキャンセルする，〜を中止する
‰ What caused Flight 911 to be canceled?「どうして 911 便はキャ
ンセルされたのですか」

◆ I canceled that order.「私はその注文を取り消した」
◆ Due to various reasons, we canceled the skiing trip.「諸々の理
由により，我々はスキー旅行を中止した」
0062 □

know [nOu]

➥ knowledge (35)

S（〜を）知る，（〜が）わかる
‰ Please let us know what you think.「ご意見をお聞かせくださ
い」

◆ I just know it.「（理由を聞かれても困るが）そのことは知っている
んだ」

◆ I knew it.「それ見たことか，やっぱりだ」
◆ Don’t I know it!「そんなことぐらいわかっているよ」
◆ You know what?「ねえねえ，あのね，ちょっと聞いてよ」（＝
Guess what.） ▪ Do を文頭に置いて Do you know what? と
言うこともある。

◆ What do you know!「まさか！，何と！，こいつは驚いた！，へえ，
すごいね」 ▪ What do you know about ～ ?（～についてあな
たは何を知っていますか，～についてあなたに何がわかるってい
うの？）と区別して覚えておこう。

◆ Not that I know of.「私の知る限りそうではない」
◆ You never know.「何とも言えないね，そうかもね」
0063 □

cheap [tSI…p]

➥ cheaply (268)

D 安い，廉価な，安物の
‰ What means of transportation system is the cheapest to get

there?「そこに行くのにどの交通システムが一番安いですか」
36
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brain [brEin]
A 脳，頭脳

‰ This task doesn’t need much brain, but the planning requires

your brainwork.「この作業はあまり頭を使わないが，計画には
頭脳労働が求められる」

◆ Ms. Blaine racked his brains (out) trying to solve the problem.
「ブレインさんはその問題を解決するのに知恵を絞った」

▪ rack [beat] one’s brains (out) は「知恵を絞る，考え抜く」

目標スコア 500

0064 □

の意味の重要熟語。brains は単数形の brain にしてもよい。

population [p˛pjylEiS¥n]

➥ populate (A448)

A 人口

‰ the city’s population「その都市の人口」

◆ the population of the province「その州の人口」
0066 □

famous [fEimys]

➥ fame (A49)

D 有名な，著名な

‰ Mr. Joseph is famous for his charitable works such as famine

目標スコア 600

0065 □

はよく有名な映画スターが集まります」

◆ Nicky bought a famous violin.「ニッキーは有名なバイオリンを
買った」
0067 □

ticket [tIkyt]

A 切符，チケット
‰ a discounted round-trip airline ticket「割引往復航空チケット」

目標スコア 730

relief.「ジョーゼフ氏は，飢饉救済などの慈善事業で有名です」
◆ Famous movie stars often get together at the bar.「そのバーに

0068 □

skin [skIn]

A 皮膚，素肌
‰ This lotion dramatically improves your skin condition.「この
ローションはお肌の調子を劇的に改善します」
［参考］日本語の「スキンシップ」は，skin-ship（和製英語）ではなく
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◆ a complimentary ticket「無料招待券，優待券」
◆ a speeding ticket「スピード違反切符」
◆ an admission ticket「入場券」
◆ tickets at the door「当日券」
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physical [body] contact という。
0069 □

believe [bilI…v]

➥ belief (225)

S 〜を信じる，〜を信用する，〜と思う
‰ I couldn’t believe my eyes [ears/mouth].「見たもの［聞いたこ
と／食べたもの］が，信じられないほどすごかった」

◆ I strongly believe that ～「私は～であると確信しています」
0070 □

way [wEi]

A 手段，方法，道 F かなり
‰ The discussion to find ways to recycle various materials in a

profitable way is under way.「さまざまな素材を，利益が出る
方法でリサイクルする道を探る話し合いが進行中です」
◆ The price is just way out of line.「その値段は高すぎます」
◆ Everything in that Japanese restaurant was way too expensive.
「あの日本料理店ではすべてがあまりにも高すぎた」

0071 □

money [m?ni]

➥ monetary (A362)

A 金銭，通貨

‰ It takes a lot of time and money.「それには時間と金がかなりか
かります」 ▪ 「時間と金」は常に，time and money の語順で

用いる。

◆ paper [soft] money「紙幣」 ▪ 硬貨は coin(s) や change，hard
money などという。
0072 □

spend [spEnd]

➥ spending (428)

S 〜を使う，〜を費やす，〜を過ごす
‰ The affluent retiree started to spend more time and money on

leisure activities and nonessential items.「その富裕退職者は，
趣味や贅沢品により多くの時間と金を使い始めた」
◆ Gwen spends considerable time reading books on business
strategy.「グウェンはビジネス戦略に関する本を読むことにか
なりの時間を費やす」
0073 □

dangerous [dEin∂Z¥rys]

➥ danger (96), endangered (A386)

D 危険である，危険な

‰ It might be dangerous for tourists to go to the area at night.
「観光客が夜その地域へ出かけるのは危険かもしれない」
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0074 □

beautiful [bjU…tyfl]

➥ beauty (48)

D 美しい，素晴らしい
‰ We enjoyed the beautiful scenery there.「私たちはそこで美し
い景色を楽しみました」

◆ It’s a beautiful day today, isn’t it?「今日はいい天気ですねえ」
0075 □

message [mEsidZ]

➥ messenger (52)

目標スコア 500

◆ in a dangerous situation「危険な状況にあって」

A メッセージ，伝言

machine.「私は留守番電話に録音されていた 2 つのメッセージ
を聞いた」

drive [drAiv]

➥ driver (71), driving (157)

S（〜を）運転する，〜を車で送る，〜を追いやる A ドライブ，
運動
‰ Mr. Burton’s job is to drive tourists around some famous

sights in town.「バートン氏の仕事は，観光客を車に乗せて街の
名所を回ることです」
りましょうか」

◆ He is such a careful driver that he always drives at average
highway speeds.「彼はとても注意深い運転者なので，いつも幹
線道路を平均速度で走っている」

◆ I’m really tired of driving during the morning and evening
rushes.「私は朝晩のラッシュ時の運転に本当にうんざりしてい
る」

◆ The increasing cost of raw material has driven up our product
prices.「原材料の価格の上昇が当社の製品価格を引き上げた」
◆ The boss’s endless talk sometimes drives me crazy.「上司の長々
と続く話に私はときどきいらいらさせられます」
▪ drive
someone crazy は「～を腹立たせる，嫌な気持ちにさせる」の
意味の重要熟語。

◆ a drive-in bank teller「ドライブスルー式銀行窓口係」
◆ the college’s alumni fund drive「大学同窓会のための資金募集運
動」
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◆ Shall I drive you back to the office?「会社に戻るのに私が車で送
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0076 □

目標スコア 600

‰ I listened to two recorded messages on my answering

Group
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0077 □

marry [mQri]

➥ marriage (27)

S 〜と結婚する
‰ Conor married the president’s only daughter.「コナーは社長の
一人娘と結婚した」
［参考］「A と結婚する」は marry A または get married to A で表現す
る。「結婚してくれる？」は Will you marry me? という。

0078 □

interesting [Int¥rystiN]

➥ interested (64), interest (124)

D 興味深い，面白い

‰ It sounds like an interesting offer.「それは興味深い申し出のよ
うです」
0079 □

decide [disAid]

➥ decision (283)

S（〜を）決める，（〜を）決定する
‰ I finally decided not to buy the model.「私は最終的にそのモデ
ル（型）を買わないことに決めた」

◆ You decide when and where.「場所と時間はあなたが決めて」
0080 □

trouble [tr?bl]

➥ troublesome (A137)

A 面倒，もめ事，問題点，故障，手間 S 〜に迷惑をかける，〜を
煩わせる
‰ The trouble started when a stockholder raised a question.「株
主が疑問の声を上げたとき，そのごたごたが始まった」

◆ Don’t get into trouble with major stockholders.「大株主とはも
めごとを起こしてはならない」

◆ That’s the trouble with the world today.「現代世界の問題点はそ
こにある」

◆ a trouble shooting guide「トラブルシューティング・ガイド，故
障点検（故障修理）ガイド」

◆ Thank you for your trouble.「お手数をおかけしました，ご面倒
をおかけいたしました，ご苦労さまです」

◆ We are deeply sorry to have troubled you over our mistakes.
「こちらのミスでご迷惑をおかけしまして，大変申し訳ございま
せん」
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free [frI…]

➥ freedom (121), freely (179)

S 〜を解放する，〜を免れさせる D 自由な，暇な，無料の，〜の
ない F ただで，無料で
‰ You need to be completely freed from peer pressure as well as

job pressure.「あなたは仕事のプレッシャーはもとより同僚か
らのプレッシャーからも完全に解放される必要がある」

▪ A as well as B は「B はもちろん A も」の意味の重要熟語。
◆ Please feel free to contact me at ext. 220.「ご遠慮なく内線 220
までご連絡ください」 ▪ feel free to do は「遠慮なく～する」

目標スコア 500

0081 □

すか」「私は水曜日の午前中なら空いています」

◆ a free concert [watch/brochure]「無料のコンサート［時計／カタ
ログ］」

◆ All of these events are free of charge.「これらのイベントはすべ
て無料です」 ▪ free of charge は「無料で」の意味の重要熟

目標スコア 600

の意味の重要熟語。

◆ When are you free to meet with me? - I will be free on
Wednesday morning.「私と会うのに，いつ時間が空いていま

語。

◆ Carefully compile a final report completely free of errors.「まっ
▪ free of ～ は「～がない，～を免除されて」の意味の重要熟語。
◆ Children aged 10 or under will be admitted free.「10 歳以下の
お子様は無料で入場できます」
0082 □

ask [Qsk]

S 〜に…を尋ねる，〜に…を求める，〜に…を頼む
‰ Don’t ask me.「私に聞かないでよ，知らないよ」（＝ Beats me. ＝

目標スコア 730

たくミスのない最終報告書を注意してまとめなさい」

I have no idea. ＝ I wouldn’t know.）
◆ I was asked to examine the contents of the box.「私は箱の中身
を調べるように言われた」

0083 □

基礎熟語

◆ if you ask me「私に言わせれば，私の見たところでは」

point [pCint]

A 点，要点，論点 S（point out で）〜を指摘する
‰ at one point「ある時点で，一時」

◆ from the consultant’s point of view「コンサルタントの観点から」
◆ Try to formulate your ideas logically and to the point.「自分の
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考えは論理的に，かつ明確に要点がわかるように述べなさい」

▪ to the point は「要領を得た」の意味を表す重要熟語。
◆ Let me make a point or two.「一，二点言わせてください」
▪ make a point は「論点を説明する」の意味の重要熟語。
◆ There are several points under discussion.「審議中の事項がい
くつかある」

◆ The study pointed out that ～「その調査は～であることを指摘し
た」
0084 □

plan [plQn]

➥ planning (250)

A 計画，企画，プラン S 〜を計画する
‰ a complex restructuring plan「複雑なリストラ計画」

◆ an implementation plan「実行計画」
◆ an insurance plan「保険プラン，保険制度」
◆ The corporation plans to implement the new sales plan in a
few months.「その会社は数か月後に新しい販売計画を実施する
予定です」 ▪ 「～する予定である」は，<plan ＋ to 不定詞 >
と <plan on ＋ -ing> の 2 つのパターンで表現できる。
0085 □

traditional [trydISynl]

➥ tradition (137)

D 伝統的な，従来の

‰ They are trying to preserve the traditional custom of the

region.「彼らはその地域の伝統的な慣習を保存しようと努めて
います」
◆ It’s quite different from the traditional management
approach.「それは従来の経営管理手法とはかなり異なります」
0086 □

factory [fQkt¥ri]

➥ factor (250)

A 工場，製造所

‰ factory workers「工場労働者」

◆ a factory gate「工場ゲート」
◆ a factory site「工場敷地」
◆ a clothing factory「縫製工場，衣料工場」
◆ a textile factory「織物工場，繊維工場」
◆ the factory’s output「その工場の生産量」
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cafe [kqfEi]

A カフェ，珈琲店（= café）
‰ This cafe serves a generous portion of flavored coffee.「このカ
フェは香りのよいコーヒーをたっぷり出してくれる」

0088 □

excite [iksAit]

➥ exciting (47), excited (96), excitement (475)

S 〜を興奮させる
‰ The basketball player always displays spectacular shooting

目標スコア 500

0087 □

easy [I…zi]

➥ easily (24), ease (383)

D 容易な，簡単な，楽な F 容易に，気楽に，慎重に
‰ Taxis are always easy to find in major cities.「主要都市ではタク
シーはいつも簡単に見つけられます」

◆ This camcorder is really quite easy to use.「このビデオカメラは
本当に使いやすい」

◆ Ms. Moore was found to be easy to get along with.「ムーアさん
は 付 き 合 い や す い 人（ 気 さ く な 人 ） だ と わ か っ た 」 ▪ get
along with ～は「～と仲良くやっていく，～と気が合う」の意
味の重要熟語。

◆ This new software has made my job much easier.「この新しい
ソフトウェアのおかげで私の仕事はずいぶん楽になった」

◆ Easier said than done.「言うは易し行うは難し」（＝ It’s [That’s]
easier said than done.）
◆ Take it easy.「落ち着いてね，無理しないでね，くよくよしないでね，
のんびりしてね，じゃあまたね」

目標スコア 730

0089 □

目標スコア 600

skills which excite the spectators.「そのバスケットボール選
手は常に見事なシュート技術を見せて観客を興奮させる」

◆ Easy does it.「焦らず慎重にやれよ，落ち着け，慌てるなよ，急が
ないで」

forget [fy®gEt]

S（〜を）忘れる
‰ I’m sorry I forgot to return your call last night.「昨夜あなたに
電話をかけ直すのを忘れてしまって，すみませんでした」

◆ Aren’t you forgetting something?「何か忘れちゃいませんか」
◆ Forget it. It’s not a big deal.「そのことはもういいよ（もう気に
し な い で ）。 大 し た こ と じ ゃ な い か ら 」 ▪ about を 付 け て，
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0090 □
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Forget about it. ということもある。
0091 □

owner [Ouny®]

➥ own (163)

A 所有者，オーナー
‰ Unauthorized vehicles will be towed at the owner’s expense.
「無許可車両は所有者の費用負担でレッカー移動されます」

◆ an owner’s manual「オーナーズマニュアル，取扱説明書（手引書）」
0092 □

information [ˆnfy®mEiS¥n]

➥ inform (171), informative (A369)

A 情報

‰ Just for your information,「ちょっと言っておきますが，～」
0093 □

team [tI…m]

A チーム S チームを組む
‰ members of the design team「設計チームの面々」

◆ The college teamed up in a joint project with a foreign
company.「その大学はある外資系会社と組んで合同プロジェク
トに乗り出した」 ▪ team up with ～は「～と協力する，共同
する」の意味の重要熟語。
0094 □

used [jU…zd]

➥ use (44), useful (154)

D 中古（品）の（＝ secondhand）
‰ The car dealer can give you the best trade-in value for your

used car.「そのカーディーラーはあなたの中古車に最高の下取
り価格を提供できます」
0095 □

use [jU…z]

➥ used (44), useful (154)

S 〜を使う，〜を用いる，〜を取る A[jU…s] 使用，利用
‰ If you don’t mind my saying, you could use some rest.「こう
言ったら失礼かもしれませんが，あなたは休みを取る必要がある
よ」 ▪ この例文の could use は，
「～の必要がある」（＝ need）
の意味。

◆ Whereas we use modern techniques, they use outdated
methods to design cars.「我々は近代的な技術を使っているが，
彼らは車の設計に時代遅れな方法を使っている」

◆ I could use your advice [his help/some coffee].「君の助言がぜひ
とも欲しいんだ［彼に助けてもらえるとありがたいのだが／コー
ヒーを少し飲みたいところだ］」 ▪ この例文の could use は，
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てください」

◆ Pagers have gone out of general use but are still in use among
physicians.「ポケベルは一般には使われなくなりましたが，医
者の間ではいまだに使われています」 ▪ in use（使われている）
と out of use（使われていない）は対にして覚えておこう。
0096 □

目標スコア 500

「～をいただけるとありがたい，～が欲しい」の意味。

◆ Your use of this material is subject to the license terms listed
below.「この素材を使用なさる場合は，以下の許諾条件に従っ

alone [ylOun]

‰ Although Mr. Nakamura worked alone, he didn’t invent the

machine by himself.「ナカムラ氏は一人で働いてはいたが，彼
がその機械を一人で発明したわけではない」
［参考］alone ＝ by oneself と覚えておこう。ただし，by alone とい
う表現はないので要注意。
0097 □

choose [tSU…z]

➥ choice (22)

目標スコア 600

F たった一人で，独力で

S（〜を）選ぶ，（〜を）選択する
‰ You are to choose the best answer to each question.「それぞれ
なさい，～しなければならない」の意味がある。

◆ You chose a good wine.「君はいいワインを選んだね」
◆ You choose.「あなたが決めて」
0098 □

culture [k?ltSy®]

➥ cultural (122)

A 文化

‰ The case clearly illustrated our corporate culture.「その件は我

目標スコア 730

の問いに最も適切な答えを選びなさい」 ▪ be to do には「～し

が社の企業文化をよく表していた」

computer [kympjU…ty®]

➥ computerize (547), compute (A298)

A コンピュータ

‰ Why has the computer malfunctioned?「なぜコンピュータは誤
作動したのですか」

◆ A virus infected my computer.「ウイルスが私のコンピュータに
感染した」

◆ a laptop computer「ノートパソコン」
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0099 □

Group
014
1
0100 □

photo [fOutou]

➥ photographer (82), photograph (85), photography (214)

A フォト，写真（photograph の省略形）
‰ He is a world-renowned photo journalist.「彼は世界的に有名な
フォト・ジャーナリストだ」

0101 □

need [nI…d]

➥ needed (278), needy (A300)

S 〜を必要とする，〜する必要がある A 必要（性），要求
‰ We badly need to ask for your cooperation.「我々はぜひともあ
なたのご協力をお願いしたいのです」

◆ meet the needs of ～「～のニーズを満たす，～の要求に応じる」
◆ Please refer to the guideline as needed.「ガイドラインを随時ご
参照ください」 ▪ as needed は「必要に応じて」の意味の重要
熟語。

◆ They were in urgent need of a loan.「彼らは緊急に融資を必要と
した」 ▪ in need of ～は「～を必要として」の意味の重要熟語。
0102 □

sale [sEil]

➥ sell (27), salesperson (110)

A 特売，《~s》販売，売上高，《~s》営業担当
‰ Her new book will go on sale next month.「彼女の新刊は来月発
売される」 ▪ on sale は「販売されて」の意味の重要熟語。
◆ the sales department「販売部」
◆ sales items「販売商品」
◆ predict sales growth「売上増加を予測する」
◆ median total sales「総売上高の中央値，平均総売上高」
◆ a sales representative「販売代理店，販売代理人，営業担当者（＝
sales rep）」
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015
1



0103 □

Rank 2

memo [mEmou]

➥ memorandum (A179)

A メモ，回覧（memorandum の略式）

目標スコア 500

Rank 1 ======================

‰ a written memo「手書きメモ」

0104 □

exciting [iksAitiN]

➥ excite (43), excited (96), excitement (475)

D 興奮させる，刺激的な，ワクワクさせる
‰ Isn’t it exciting to visit a remote, exotic site?「遠く離れた異国
情緒豊かな場所を訪れるなんてワクワクしない？」

0105 □

medicine [mEdysn]

➥ medical (183), medication (A141)

A 薬，医学

目標スコア 600

◆ pass around a memo「連絡メモを回す」

‰ Make sure to drink plenty of water when you take this

◆ a medicine cabinet「薬品戸棚」
◆ a student of medicine「医学生」
◆ alternative medicine「代替医療」

pay [pEi]

➥ payment (185), payable (A101), paycheck (A178), payroll (A281)

S（〜に…を）支払う，割に合う A 支払い，賃金
‰ Some workers were not paid overtime.「残業手当を支払っても
らえない労働者もいた」

◆ Can I pay my bills in advance?「請求書の支払いを前払いすること
はできますか」

◆ It wouldn’t pay.「それは割に合いませんよ」
◆ His efforts finally paid off.「彼の努力は遂に報われた」 ▪ pay off
は「報われる，うまくいく」の意味の重要熟語。

◆ additional pay「加給」
◆ pay raise [increase]「賃上げ」
◆ Tomorrow is our pay day.「明日は我々の給料日だ」

TOEIC L&Rテスト究極単語BASIC2200 ためし読み → Webページへ

47

基礎熟語

0106 □

目標スコア 730

medicine.「この薬を飲むときは，必ず水をたくさん飲んでく
ださい」

Group
001
016
1

◆ Where have all the pay phones gone?「あれだけあった公衆電話
はどこに行ってしまったんだろう」
0107 □

hurry [hY…ri]

S 急ぐ A 急ぐこと
‰ Hurry up or we’ll miss the last train.「急ごう，さもないと最終
電車に間に合わなくなるよ」

◆ The boss was in a hurry to get home.「上司は家路を急いでいた」
▪ in a hurry は「急いで，慌てて」（＝ in a rush）の意味の重
要熟語。

◆ What’s the hurry?「なぜそんなに急いでいるの？，何を慌ててい
るんだい？」（＝ What’s the rush?）
◆ There’s no hurry.「急ぐ必要はないよ，急がなくてもいいよ」（＝
There’s no rush.）
0108 □

symbol [sImbl]

➥ symbolic (461), symbolically (A104)

A 象徴，シンボル
‰ The actor received a golden statue as a symbol of his

achievement.「その役者は偉業の象徴として黄金の像を受け取っ
た」
0109 □

beauty [bjU…ti]

➥ beautiful (39)

A 魅力，長所，美しさ
‰ enjoy the natural beauty of ～「～の自然美を楽しむ」

◆ The beauty of it is no running costs required.「その利点は，維
持費がかからないことです」
0110 □

battle [bQtl]

A 戦い，闘争
‰ Never fight individually a losing battle against the

management.「経営側に対しては，決して個別に負ける戦いを
挑んではなりません」
0111 □

special [spESl]

➥ specialist (229), specialize (375), specialty (484)

D 特別な，格別の A 特別のもの , 特価品
‰ Requests for special delivery are granted only on special

occasions.「特別配達（速達郵便）の依頼は，特別な場合に限り
認められます」
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◆ I recommend the seafood special or the meat combo special.
0112 □

advice [ydvAis]

➥ adviser (94), advise (95), advisory (A275)

A 忠告，助言

‰ Let me give you a piece of advice.「一つ忠告しておきます」

◆ Thank you for the good advice.「ご忠告をありがとうございます」
◆ If in doubt, seek medical advice from your family doctor.「迷い

目標スコア 500

「海鮮か，肉の取り合わせの特別メニューをお薦めします」

があるなら，かかりつけ医に助言を求めなさい」

final [fAinl]

➥ finally (126), finalize (A268)

D 最終の，最後の，最終的な A 決勝戦，期末試験
‰ We are preparing a final report on that.「我々はそれに関する最
終報告書を作成中です」

◆ On a final note, I hope that ～「最後になりますが，～を願ってお
ります」

◆ A final decision will be made one of these days.「近いうちに最
終的な決定が下されるでしょう」 ▪ one of these days は「近

目標スコア 600

0113 □

日中に，いずれそのうち」の意味の重要熟語。

◆ proceed [advance] to the World Cup final「ワールドカップ決勝

今，期末試験の勉強をしているのですか」
0114 □

part [pX…®t]

➥ partly (235), partially (A113), partial (A204)

A 部分，部品，役割 S 別れる
‰ She has become an integral part of our workplace.「彼女は我々
の職場で必要不可欠な存在となっている」

目標スコア 730

戦に進出する」

◆ Are your children studying for finals now?「あなたのお子さんは

◆ machine parts「機械部品」
◆ play an important part in ～「～で重要な役割を果たす」
▪ play a part ＝ play a role（役割を果たす，役立つ）と覚えて

手放すことにした」
0115 □

tax [tQks]

➥ taxation (A255)

A 税金，税 S 〜に課税する，〜に（重い）負担をかける
‰ There is a provincial sales tax on all these items.「これらすべ
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おこう。

◆ He has decided to part with half his fortune.「彼は財産の半分を

Group
001
017
1

ての商品には州の売上税がかかります」

◆ What’s your take on the tax increase planned for next year?「来
年度の増税案についてあなたはどのような見解をお持ちですか」

◆ the local tax rate「地方税率」
◆ tax evasion「脱税」
◆ a tax deduction「税額控除，課税控除」 ▪ tax-deductible は「所
得から控除できる，課税控除の」の意味の形容詞。

◆ a sales tax holiday「売上税免除期間」
◆ Preferably, necessities should not be taxed, while luxuries
would be taxed at higher rates.「できれば，必需品は課税さ
れるべきではないと思います。一方，贅沢品にはより高率の税金
を課してもかまいません」

◆ The tight schedule has taxed the pilots and the aircraft.「きつ
いスケジュールがパイロットと飛行機に負担となってきた」
0116 □

usual [jU…Zu¥l]

➥ usually (105)

D（ごく）普通の，通常の
‰ Wearing a tie is a usual practice for lawyers of this firm.「ネク
タイの着用は，この法律事務所の弁護士にとって当たり前のこと
です」

◆ Let me show you the usual method [way] to put this together.
「これをまとめる通常の（いつもの）やり方をお見せしましょう」
0117 □

high [hAi]

➥ highly (250)

D 高い F 高く A 最高水準（記録）
‰ Right above the high school, a lot of high-speed cars travel on

the expressway.「高校のすぐ頭上の高速道路を，たくさんの高
速車両が走っている」
◆ a high volume of orders「大量の注文」
◆ Aim high in the IT industry.「情報技術産業において目標を高く持て」
◆ hit [reach] an all-time high「史上最高に達する，史上最高を記録
する」
0118 □

example [igzQmpl]

➥ exemplary (A517)

A 例，実例，模範，手本（＝ model）
‰ For example, what specific instances do you have in mind?

「例えば，あなたにはどんな具体的事例が思い浮かびますか」

▪ for example（例えば）＝ for instance と覚えておこう。
50
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◆ I’ll give you a concrete example of this.「これについて一つの具

レスさんは他の社員のよい模範となっている」
0119 □

enjoy [endZCi]

➥ enjoyment (117), enjoyable (165)

S 〜を楽しむ，〜を享受する，〜を持っている
‰ Dennis always enjoys playing tennis on holidays.「デニスは休

目標スコア 500

体例を挙げてみましょう」

◆ Ms. Morales serves as a good example for other workers.「モラ

日にはいつもテニスを楽しんでいる」

野外活動を楽しみます」

◆ You can enjoy all the benefits of the membership gratis.「あな
たはメンバー特典を無料で享受できます」 ▪ 副詞の gratis は
「無料で」の意味を表す。

◆ This journal enjoys a readership of over 5,000.「この機関誌は
5000 人以上の読者を抱えている」
0120 □

heart [hX…®t]

目標スコア 600

◆ Enjoy yourself on Saturday.「土曜日は楽しんでね」
◆ My family often enjoys outdoor activities.「私の家族はしばしば

A 心臓，心，中心
◆ Rod is a good guy at heart.「ロッドは根はいい奴だ」
▪ at heart は「内心は，根は，本当は」の意味の重要熟語。
◆ Mr. Young is young at heart, isn’t he?「ヤングさんは気が若いで
すね」

◆ the heart of the city「町の中心，都心」
0121 □

teenager [tI…n´idZy®]

目標スコア 730

‰ a human heart「人間の心臓」

A ティーンエイジャー，十代の若者
‰ He was still a teenager, yet he started his own business.「彼は

0122 □

copy [kXpi]

➥ copyright (A153)

A 複写，印刷物，部数，冊 S 〜を複写する，〜をコピーする
‰ Please make a copy of this contract.「この契約書の複写を取って
ください」

◆ copies of receipts「領収書の写し」
◆ Could you send us additional copies of the brochure?「その小
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まだ十代で起業した」

Group
001
018
1

冊子をもう何冊かお送りいただけますか」

◆ six copies of the book「その本を 6 冊分，その本 6 冊」
［参考］「コピー機」は a copying machine，a photocopier，a copier
などと呼ぶ。さらに，ゼロックス社の複写機 Xerox〔商標〕は，今
や日常会話の中で名詞「コピー機」や動詞「～をコピーする」とし
ても使われることも覚えておこう。
0123 □

messenger [mEs¥n∂Zy®]

➥ message (39)

A 使者，メッセンジャー

‰ send a messenger「使者を送る」
0124 □

gas [gQs]

➥ gasoline (178)

A ガス，気体，ガソリン
‰ We decided to use electric ranges in place of gas stoves.「私た
ちはガスコンロの代わりに電気コンロを使うことにした」

◆ My monthly gas bills are very high especially in the winter.「私
の月々のガス代は，特に冬場がとても高い」

◆ a gas turbine [heater]「ガスタービン［ガスヒーター］」
◆ natural gas service「天然ガス供給」
◆ gas lines「ガス管」
◆ gas fuel「気体燃料」
◆ a gas station「ガソリンスタンド」（＝ a service station，a filling
station） ▪ ネイティブスピーカーの中にも，a gasoline stand
と言う人はいるようだが，それはきわめてまれな例である。
0125 □

wild [wAild]

➥ wildlife (409)

D 野生の，荒い
‰ wild flowers「野生の花，野花」

◆ Stop making wild guesses.「いい加減な憶測はやめなさい」
0126 □

customer [k?stymy®]

➥ custom (242), customary (492), customize (A160)

A 顧客，客，取引先

‰ a loyal customer「得意客，ひいきの顧客」

◆ Customer Service. How may I help you?「お客様窓口です。ご
用件を承ります」

◆ a customer service representative「顧客サービス担当者」（＝ a
customer service agent）
◆ customer service functions「顧客サービス業務」
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ンをご利用いただけます」

◆ the Customer Relations Office「顧客窓口係，顧客関係室」
◆ We guarantee a hundred percent customer satisfaction.「私ど
もはお客様の満足を 100 パーセント保証いたします」
◆ The name of this new product has customer appeal.「この新製
品の名称には，顧客に対する訴求力があります」
0127 □

目標スコア 500

◆ There is a 24-hour customer service helpline available at our
company.「当社では 24 時間対応のお客様サービスヘルプライ

wait [wEit]

‰ Present this travel voucher to a tour guide waiting at the

airport.「この旅行引換券を，空港で待機しているツアーガイド
に渡してください」

◆ Please wait until the supervisor comes back.「主任が戻ってくる
まで待ってください」

◆ You can be put on the waiting list for the next flight.「あなたを
次のフライトの待機客名簿にお載せできます」

目標スコア 600

S（〜を）待つ，給仕する A 待機

◆ Wait a moment, please. Ms. Jones is now waiting on a
customer.「少々お待ちください。ジョーンズさんはただ今接客

は（今すぐ買わずに）待つだけの価値がありますか」
0128 □

question [kwEstS¥n]

➥ questionnaire (A187)

S 〜に尋ねる，〜を疑問視する A 質問，疑問
‰ One of my colleagues questioned me about my feelings

pertaining to the manager’s decision.「同僚の一人が部長の決

目標スコア 730

中です」

◆ Is the new computer model worth the wait?「新型コンピュータ

どございましたら，またお気軽に電子メールをお送りください」
0129 □

passenger [pQs¥n∂Zy®]
A 乗客

‰ arriving passengers「到着客」
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定について，私がどう感じているのかを尋ねた」

◆ I began to question whether I should stay in this company or
not.「私はこの会社に留まるべきかどうか疑問を抱き始めた」
◆ Should you have any further questions regarding this matter,
please feel free to email us.「この件に関してさらにご質問な

Group
001
019
1

◆ departing passengers「出発客」
◆ sleeping-car passengers「寝台車の乗客」
◆ She was sitting in the passenger seat.「彼女は助手席に座ってい
ました」
0130 □

market [mX…®kit]

➥ marketing (301), marketable (A197)

A 市場，マーケット S 〜を市場に出す，〜を売り込む
‰ Those products are presently on the market.「それらの製品は
現在市場に出回っている」

◆ hit the market「市場に出回る，発売される」
◆ the job market「求人市場，雇用市場」
◆ the labor market「労働市場」
◆ They will soon begin to market their new line of products.「彼
らは間もなく新製品シリーズを市場に出すでしょう」
0131 □

cost [kC(…)st]

➥ costly (487)

S 費用がかかる A 費用，経費
‰ How much does the package tour cost?「そのパックツアーの料
金はいくらですか」

◆ The firm made huge efforts at cost reduction.「その会社はコス
ト削減のため多大な努力を払った」

◆ construction cost「建築費，工事費」
◆ shipping cost「送料，輸送費」
0132 □

airport [Ey®pÇ…®t]
A 空港，飛行場

‰ an international airport「国際空港」

◆ an airport lounge「空港ラウンジ」
0133 □

discovery [disk?v¥ri]

➥ discover (208)

A 発見

‰ A number of scientific discoveries have been made this year.
「数多くの科学的発見が今年なされた」

◆ archaeological discoveries「考古学上の発見」
0134 □

chance [tSQns]

A 見込み，可能性，機会，チャンス
‰ Chances are (that) ～「恐らく～だろう，ひょっとしたら～」
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▪ Chances の前に the をつけて，The chances are (that) ～
目標スコア 500

と言うこともある。

◆ There is a slight chance (that) ～「～である見込みは薄い」
◆ There’s a chance.「可能性がある，見込みがないことはない」
◆ A good command of English improves your chances of being
hired.「高い英語運用能力は，雇用される機会を増やします」
◆ Are you Ms. Hanson by any chance?「あなたはひょっとしてハン
ソ ン さ ん で す か 」（ ＝ Would you be Ms. Hanson by any
chance?） ▪ by any chance は「ひょっとして」の意味の重

0135 □

strange [strEin∂Z]

➥ stranger (158)

D 奇妙な，変な

‰ Strange as it may sound, I feel there’s something strange

about the new recruit.「奇妙に聞こえるかもしれませんが，そ
の新入社員の様子は，どこか変な気がします」
◆ Where are these strange noises coming from?「この変な物音は
どこから来ていますか」
0136 □

pain [pEin]

➥ painful (502), painstakingly (A420), painstaking (A445)

A 痛み，悩みの種，苦労
‰ He has suffered from chronic back pain for years.「彼は長年，
慢性の腰痛に悩まされています」

◆ Compiling a report is such a pain in the neck.「報告書をまとめ
るのは，本当に面倒だ」 ▪ a pain in the neck は「頭痛の種，

目標スコア 730

う。

目標スコア 600

要熟語。

◆ Take a chance.「一か八かやってみなさい」
◆ Not a chance.（＝ Fat chance.）「見込みなし，あり得ない，無理
だ」 ▪ 「わずかな見込み，チャンス」なら a slim chance とい

とても嫌な事［物／人］」の意味の重要熟語。

0137 □

education [´dZykEiS¥n]

➥ educate (166), educational (180), educated (421)

A 教育

‰ the Ministry of Education「教育省，文部省」 ▪ 現在の日本の
文部科学省は，the Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology という。なお，アメリカの教育省は，
the Department of Education という。
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◆ I took great pain with the job.「私はその仕事に大変苦労した」

Group
001
020
1

◆ the board of education「教育委員会」（＝ the education board，
the school board）
◆ an employee education benefits program「社員教育給付金制度」
◆ in the education field「教育分野の，教育分野で」
0138 □

water [wC…ty®]

➥ waterproof (319)

S 〜に水をやる A 水
‰ The lady is watering the flowers.「その女性は花に水をやってい
ます」

◆ distilled water「蒸留水」
0139 □

wise [wAiz]

➥ wisdom (309)

D 賢明な（⇔ unwise〔愚かな，浅はかな〕）
‰ What are the qualities requisite for a wise manager?「賢明なマ
ネジャーに不可欠の資質とはどんなものですか」

0140 □

event [ivEnt]

➥ eventually (A91), eventual (A307)

A 行事，出来事
‰ Other annual events are listed on the back.「他の年次行事は裏
の一覧に載っています」

◆ Some of the events listed in the brochure begin after 5:00 P.M.
「パンフレットに載っているイベントのいくつかは，午後 5 時以
降に始まります」

◆ an events manager「イベントマネジャー」
◆ in the event that ～「～という場合には」
◆ in the event of evacuation [employment]「避難の際に［雇用の
際に］」
0141 □

noise [nCiz]

➥ noisy (64)

A 騒音，雑音
‰ The aircraft noise disturbs neighboring residents’ sleep.「航空
機の騒音が近隣住民の睡眠を妨害しています」

◆ Don’t make any noise while I’m concentrating on writing this
report.「私がこの報告書を書くことに集中している間は，物音
を一切立てないでくれ」
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Rank 2
check [tSEk]

➥ checkup (447)

S（〜を）調べる，（〜を）確認する，（〜を）預ける A 小切手，勘
定書
‰ Let me check the schedule.「予定をちょっと調べます」

◆ How many bags would you like to check in?「手荷物はいくつお
預けになりますか」

◆ I’ll check in at noon today and check out at 7:30 tomorrow.「私
は本日の正午にチェックインして，明日の 7 時半にチェックア

目標スコア 500

0142 □

0143 □

assistant [ysIst¥nt]

➥ assistance (277), assist (330)

A 補助，助手

目標スコア 600

ウトします」

◆ May I use a traveler’s check?「旅行用小切手は使えますか」
◆ a check book（＝ a checkbook）「小切手帳」
◆ a dishonored check「不渡り小切手」
◆ May I have the check, please?「お勘定をお願いします」 ▪ 簡単
に Check, please. と言ってもよい。また，bill を用いて，May I
have the bill, please? と言うことも可能。

‰ Dr. Duncan would not take no from his research assistant.

0144 □

foreign [fC(…)r¥n]

➥ foreigner (61)

D 外国の，外交の，異質な
‰ A domestic radio station failed to affiliate with a foreign

investor.「国内ラジオ局が海外投資家との提携に失敗した」
◆ handle foreign accounts「外国口座を担当する」
◆ foreign cars [cities/countries]「外車［外国の都市／外国］」
◆ a foreign exchange (rate)「外国為替（相場）」
◆ a short-term foreign debt「短期対外債務」
◆ an effective foreign policy「効果的な外交政策」（＝ an effective
diplomatic policy）
◆ the Ministry of Foreign Trade「（中国）対外貿易部」
◆ DO NOT THROW IN FOREIGN ARTICLES「《飛行機のトイレに
ある掲示》異物を投げ入れないでください」 ▪ 文脈が違えば，
foreign articles は「外国の物品」の意味を表すこともある。
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当補佐は誰ですか」

目標スコア 730

「ダンカン博士は研究助手にイヤとは言わせない」

◆ Who is the new marketing assistant?「新しいマーケティング担

Group
001
021
1
0145 □

fast [fQst]

D 速い，早い
‰ The company is growing at a surprisingly fast pace.「その企業
は驚異的に速いペースで成長している」

◆ Some learners make faster progress in speaking English than
others.「人によっては，他の学習者より早く英会話が上達する
人もいます」

◆ I had a tough time adjusting to a faster pace of life.「私は速い
生活のペースに順応するのに苦労した」

◆ The demand for oil is increasing much faster than the supply.

「石油に対する需要は供給よりもずっと速いペースで増加してい
る」

◆ What has been the fastest growing industry?「一番速く成長し
てきた産業は何ですか」

◆ the fastest-growing franchiser「最も成長著しいフランチャイザー
（フランチャイズ本部）」

◆ What is the fastest way to get there from here driving?「ここ
からそこへ車で行くのにどの道が一番早いですか」
0146 □

overseas [Ouvy®sI…z]

D 海外の，外国の F 海外に，外国へ（＝ abroad）
åoverseas と oversee（監督する）を区別して覚えておこう。
‰ overseas markets「海外市場」
◆ our overseas office「当社の海外オフィス」
◆ Many employees of ours are stationed overseas.「当社の多くの
従業員は海外に駐在しています」

◆ These raw materials come from overseas.「これらの原材料は外
国産です」
0147 □

communication [kymj¨…nikEiS¥n]

➥ communicate (156)

A 意思疎通，伝達，通信

‰ a lack of communication skills「コミュニケーション技能の欠如」

◆ communications equipment「通信装置，通信機器」
◆ the communications department「通信部」
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practice [prQktis]

S 〜を練習する，〜を実行する，〜を開業する A 実行，慣例，練習
‰ Mr. Miyano is practicing the piano now.「ミヤノ氏は今ピアノを
練習しています」

◆ Practice what you preach.「人に説くことを自分でも実行しなさ
い（→《諺》医者の不養生）」

◆ practice law「弁護士を開業する」
◆ put the plan into practice「その計画を実行に移す」
◆ business practice「商習慣，ビジネス慣行」
◆ Practice makes perfect.「《諺》習うより慣れろ」
0149 □

skill [skIl]

➥ skillful (519), skilled (520), skillfully (520)

A 能力，技能
‰ The post calls for a person with strong management skills.「そ
の役職には，優れた経営（管理）能力を備えた人材が必要です」

◆ You should develop leadership skills necessary to become a
successful supervisor.「あなたは，管理者として成功するため
に必要な指導力を向上させるべきです」

目標スコア 500

➥ practically (419), practical (537)

目標スコア 600

0148 □

◆ outstanding communication [social] skills「卓越したコミュニ

success [syksEs]

➥ successful (126), succeed (295), successfully (491)

A 成功

‰ The success of this small business depends on its ability to

control cash flow.「この小規模ビジネスの成功は，キャッシュ
フローを操る能力にかかっています」
◆ That’s the key to our success.「まさにそれこそが我々の成功のカ
ギ（秘訣）なのです」
0151 □

ability [ybIlyti]

➥ enable (395), able (399)

A 能力

‰ The R&D team members were chosen based on their ability

and availability.「研究開発チームの人員は能力と有用性に基づ
いて選ばれた」 ▪ R&D は research and development の省略
形。

◆ He has the ability to solve technical problems by himself.「彼
には技術的な問題を自分で解決する能力があります」
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0150 □

目標スコア 730

ケーション能力［社交術］」

Group
001
022
1
0152 □

technique [teknI…k]

➥ technology (27), technical (186), technician (247), technological (307)

A 技術，技法

‰ Our research team often comes up with innovative and

practical techniques.「私たちの研究チームは，よく革新的か
つ実践的な技術を考えつきます」
0153 □

live [lIv]

S 住む，生きる D[lAiv] 生放送の，生の F[lAiv] 生放送で
‰ Mr. Riley lives alone in the downtown area.「ライリー氏は町の
中心街に一人で暮らしている」

◆ That financial analyst lives a hectic life.「その証券アナリストは
多忙な生活を送っている」

◆ Is the program live or recorded?「その番組は生放送ですか，そ
れとも録画ですか」

◆ This news report is being broadcast live from the scene.「この
ニュース報道は現地から生で放送されています」
0154 □

difficulty [dIfik¿lti]

➥ difficult (31)

A 困難，障害，難しさ
‰ If you run into difficulties with your loan, please contact

us.「もしもローンについて困難にぶつかったら，私どもにご連
絡ください」

◆ despite budget difficulty「予算上の困難にもかかわらず」
0155 □

company [k?mp¥ni]

➥ companion (A79)

A 会社，仲間

‰ Obviously, what he did was against our company policy.「明ら
かに，彼のやったことは我が社の規則に反していた」

◆ a railway company「鉄道会社」
◆ a mining company「炭鉱会社」
◆ a telephone company「電話会社」
◆ company books「会社の帳簿」
◆ I’ll keep you company for a while.「しばらく君と一緒にいるよ，
少しの間君の相手をするよ」

◆ I always enjoy his company.「彼と一緒にいる（話をする）のは，
いつも楽しい」（＝ I always enjoy being with him.）
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foreigner [fC(…)r¥ny®]

➥ foreign (57)

A 外国人，異邦人

‰ To attract foreign capital, it’s better to impress foreigners

with our tourism first.「外国資本を引き出すために，外国人に
まずは我が国の観光産業で印象づけるのが得策だ」
0157 □

change [tSEin∂Z]
S 〜を変える，〜を交換する，変わる A 変化，取り替え，気晴ら

目標スコア 500

0156 □

し，小銭，釣り銭
◆ He’s really changed.「彼は本当に変わりましたね」
◆ Change trains at Hiroshima.「広島駅で乗り換えです」
▪ trains と必ず複数であることに注意。
◆ Can you change this into dollars?「これをドルに両替してもらえ
ますか」

◆ make a schedule change「スケジュールを変更する」
◆ I’m here for an oil change.「オイル交換に来ました」
◆ Let’s eat out tonight for a change.「今夜は久しぶりに外食しよう」
▪ for a change は「気分転換に，息抜きに，たまには」の意味

目標スコア 600

‰ I’m changing jobs.「私は転職します」

0158 □

tourist [tU¥rist]

目標スコア 730

の重要熟語。

◆ Do you have any change?「小銭をお持ちですか」
◆ Exact change, please.「釣り銭のないようにお願いします」
◆ You can keep the change.（＝ Keep the change.）「お釣りは結構
です」 ▪ タクシーの運転手などに対してよく使う決まり文句。
［参考］動詞の short-change（釣り銭を少なく渡す）も覚えておこう。
◆ I think I’m short-changed.「お釣りが少ないようですが」
➥ tour (183), tourism (339)

A 旅行者，観光客
◆ a tourist office「観光客案内所」
◆ tourist attractions「観光名所」
◆ the tourist industry「旅行業，観光産業」

0159 □

create [kriEit]

➥ creative (247), creation (294), creature (299), creatively (427)

S 〜を生み出す，〜を創造する
‰ The new policy could create many job opportunities.「その新
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‰ a tourist guide「旅行者ガイド」

Group
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政策は多くの雇用機会を生み出せるかもしれない」

◆ Creating jobs during recession is difficult.「不況時に雇用を創り
出すのは難しい」
0160 □

natural [nQtS¥rl]

➥ nature (121)

D 天然の，自然の，当然の
‰ natural gas「天然ガス」

◆ a natural history museum「自然史博物館」
◆ It is natural that the boss was pleased with your work.「上司が
あなたの仕事に喜んだのは当然でしょう」
0161 □

government [g?vy®nmynt]

➥ governor (536), govern (A218), gubernatorial (A542)

A 政府，行政

‰ the government’s infusion of funds into a government

agency「政府機関への政府資金注入」
◆ the city [state] government「市政，市庁［州政府］」
◆ the provincial [prefectural] government「州政府，省政府［県政，
県庁］」

◆ the policy of the government「政府の政策」
◆ the government trade agency「政府通商局」
◆ government regulations「政府規制」
◆ local government workers「地方公務員」
0162 □

heavy [hEvi]

➥ heavily (383)

D 重い，大きい，すごい，多額の
‰ The twenty-foot-long anaconda must be very heavy.「体長 20
フィート（＝ 6 メートル）のそのアナコンダはとても重いに違
いない」
◆ Curtis is said to be a heavy drinker.「カーティスは大酒飲みだと
言われている」

◆ In the town, traffic has become heavy and land prices have
risen.「町では交通量が増え，地価が上がってきた」
◆ Every team member has a heavy workload this month.「今月は
チームのメンバー全員がすごい仕事量を抱えている」

◆ heavy investments in human capital「人的資本への多額の投資」
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Rank 2
act [Qkt]

➥ action (223), acting (A181)

S 行動する A 行為，行動
‰ Listen to the counsel’s advice and act on it.「顧問の助言を聞い
て，それに基づいて行動しなさい」 ▪ act on ～は「～に従って
行動する」の意味の重要熟語。

◆ an illegal act「違法行為」
0164 □

visit [vIzyt]

➥ visitor (22)

目標スコア 500

0163 □

S 〜を訪問する，〜を見学する A 訪問，視察
‰ We visited the Seattle branch office last month.「先月我々はシ

お訪ねください」
0165 □

contact [kyntQkt]
S 〜に連絡する，〜に接触する A[kXntqkt] 連絡，接触

目標スコア 600

アトル支店を訪れた」

◆ This amusement park is the most visited one annually in the
nation.「この遊園地は国内で年間訪問客が最も多い」
◆ Please pay a visit to our new laboratory.「当社の新しい研究所を

‰ You should contact Ms. Butler at ext. 527.「内線 527 のバトラー

点があれば，どうかお気軽にご連絡ください」

◆ We will contact you soon.「近々連絡いたします」
◆ Here’s my contact number while I’m away.「これが留守中の私
の連絡先です」

◆ maintain close personal contact with Mr. X「X 氏と個人的に密
な連絡を取り合う」
0166 □

international [ˆnty®nQSynl]

目標スコア 730

さんに連絡してください」

◆ Please feel free to contact us if you have any questions.「疑問

➥ internationally (199)

D 国際的な，国際の

◆ the international division of the company「その会社の国際事
業部」
0167 □

ill [Il]

➥ illness (128)

D 病気で，気分が悪い，不運な
‰ Has Roy been ill lately?「ロイはこのごろ病気ですか」
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‰ an international conference「国際会議」

Group
001
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◆ For some reason or other, Tina felt ill at ease at the gathering.
「ティナはその会合で，何となく居心地が悪かった」 ▪ ill at
ease は「落ち着かずに，不愉快で」（＝ uncomfortable）の意
味の重要熟語。反対は at ease で「気楽に，ほっとして」（＝
comfortable）の意味。
◆ She never had the good or ill fortune to appear on TV.「彼女は
幸か不幸か，テレビに出たことがなかった」 ▪ the ill fortune
は「不運，不幸」の意味。反対は the good fortune（幸運）。
0168 □

adult [yd?lt]

A 大人，成人 D 大人の，成人の
‰ Two adults and one child, please.「大人 2 枚，子ども 1 枚お願い
します」

◆ an adult fare「大人運賃」
0169 □

noisy [nCizi]

➥ noise (56)

D 騒がしい

‰ It was very noisy outside the convention hall.「会議場の外は非
常にやかましかった」
0170 □

training [trEiniN]

➥ train (89), trainee (A323)

A 訓練，研修

‰ a training session「研修会，講習会」

◆ a training seminar「トレーニングセミナー」
◆ a training schedule「訓練計画」
◆ language training「語学訓練」
0171 □

interested [Int¥rystyd]

➥ interesting (40), interest (124)

D 興味を持って，関心があって
‰ What kind of things are you interested in?「どんなことに興味
をお持ちですか」 ▪ be interested in ～は「～に興味を持って
いる」の意味の重要熟語。

0172 □

media [mI…diy]

A メディア，マスコミ（medium の複数形） D メディアの
‰ digital media「デジタルメディア」

◆ the media coverage「マスメディア報道」
◆ It is an internationally renowned media conglomerate.「それは
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product [prXdykt]

➥ produce (80), production (238), producer (340)

A 製品，製造物，商品
‰ Enter the product number.「製品番号を入力してください」

◆ a whole new line of products「まったく新しい商品系列，全新製
品」

◆ dairy products「乳製品」
◆ furniture products「家具製品」
◆ quality products「高品質商品」
◆ low-end products「低価格商品」
◆ finished products「完成品」
0174 □

century [sEn†S¥ri]
A 世紀

‰ You are out of date; it’s the 21st century now.「君は時代遅れだ，
今はもう 21 世紀だよ」
0175 □

program [prOugrqm]

目標スコア 600

0173 □

目標スコア 500

国際的に有名なメディア複合企業である」

➥ programmer (153)

A プログラム，講習，コース，番組，計画，制度

ンストールする」

◆ Kansai Christian School offers its students a summer reading
program every year.「関西クリスチャンスクールは毎年，生
徒のために夏期休暇読書プログラムを設けている」

◆ sponsor community programs「地域活動プログラムを後援する」
◆ It’s a half-hour TV program.「それは 30 分のテレビ番組です」
◆ set up an investment program「投資計画を立てる」
◆ numerous incentive programs「多くの奨励プログラム（制度）」
◆ compensation programs「給与補償制度」
0176 □

surprise [sy®prAiz]

➥ surprisingly (66), surprising (261)

S 〜を驚かせる A 驚き
‰ Not surprisingly, even the analyst was surprised at the fast

growing pace of the industry.「当然ながら，そのアナリスト
でさえ，その業界の急成長ぶりに驚いた」
◆ Let’s surprise her with a great present.「すごいプレゼントで
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◆ install a new inventory program「新しい在庫管理プログラムをイ

目標スコア 730

‰ software programs「ソフトウェア・プログラム」

Group
001
025
1

もって彼女をびっくりさせようよ」

◆ Mr. Johnston was taken by surprise when he heard that his
wife was pregnant.「ジョンストン氏は妻の妊娠を聞いて，びっ
くりした」 ▪ take ～ by surprise は「～を驚かす，～に不意
打ちをかける」の意味の重要熟語。

◆ It was a pleasant surprise for all of us.「それは，私たち全員に
とってうれしい驚きでした」

◆ Much to my surprise, my colleagues threw a surprise party to
celebrate my birthday.「大変驚いたことに，同僚たちは私の誕
生日を祝うためにびっくりパーティーを開いてくれた」

▪ to one’s surprise は「驚いたことには」の意味の重要熟語。
0177 □

surprisingly [sy®prAiziNli]

➥ surprise (65), surprising (261)

F 驚くほど，驚いたことに

‰ The company has grown at a surprisingly fast pace over the

past ten years.「その企業は過去 10 年の間，驚くほどの速さで
成長を遂げてきた」
◆ Surprisingly enough,「驚いたことに～」 ▪ 文副詞としての <
副詞＋ enough> の代表例として，Strangely enough（奇妙な
ことに＝ Oddly enough），Interestingly enough（興味深いこ
とに），Luckily enough（幸運なことに）なども覚えておこう。
0178 □

energy [Eny®dZi]

➥ energetic (398)

A エネルギー

‰ conserve energy and electricity「エネルギーと電気を節約する」

◆ solar energy「太陽エネルギー」
◆ nuclear energy「核エネルギー，原子力エネルギー」
［参考］形容詞の energy-efficient（エネルギー効率のよい，燃費のよい）
も覚えておこう。◆ an energy-efficient engine「燃費効率の優れ
たエンジン」◆ an energy-efficient refrigerator「省エネ効果の
高い冷蔵庫」
0179 □

job [dZXb]

➥ jobless (437)

A 仕事，任務，勤め口
‰ fill out a job application form「仕事の応募書類を記入する」

◆ You did a good job.「よく頑張りましたね」
◆ job openings「就職口，求人」
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shape [SEip]

A 形，状態，調子 S 〜を形作る
‰ Altering its shape, the trouble appeared over and over again.
「形を変えて，その問題は何度も何度も繰り返し生じた」

▪ over and over again は「何度も繰り返して，再三再四」（＝
again and again）の意味の重要熟語。
◆ I go to the gym every other day to stay in shape.「私は健康維持
のために一日おきにジムに行っている」 ▪ in shape は「健康で，
快調で」の意味の重要熟語。反対の意味の out of shape（不調で）

目標スコア 500

0180 □

さまざまな形容詞を入れることが可能である。

◆ A G-shaped clip is a paper clip that is shaped like the letter
G.「G 型クリップとは，G の字形をしている紙留めのことです」
0181 □

apartment [ypX…®tmynt]

➥ apart (443)

目標スコア 600

も覚えておこう。

◆ The chairman is 85 years old and seems to be in good shape.
「会長は 85 歳だが，元気な様子です」
▪ in shape の shape の前には good，bad，great，poor など

A アパート（共同住宅の各区画）
ムが 3 つあるアパートを探しています」
◆ an apartment building「アパート（建物全体）」
（＝ an apartment
house）
◆ a corporate apartment「会社のアパート」

0182 □

silence [sAilyns]

➥ silent (185)

A 沈黙，静寂 S 〜を黙らせる

目標スコア 730

‰ I’m searching for a three-bedroom apartment.「私はベッドルー

‰ A moment of silence was followed by a prayer.「黙祷の後に祈
りの言葉が続いた」

いた男が手振りで他の者を黙らせた」
0183 □

anger [QNgy®]

➥ angry (27)

S 〜を怒らせる A 怒り，憤り
‰ Bob’s comment angered his supervisor.「ボブのコメントは上司
を怒らせた」
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◆ When the group entered, the guy in the middle silenced the
others with a gesture.「その一団が入ってきたとき，真ん中に

Group
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◆ Mr. Miller expressed his anger directly to his subordinates.「ミ
ラー氏は部下に怒りをそのままぶつけた」
0184 □

price [prAis]

A 価格，物価，代価 S 〜に値段をつける
‰ the land price「土地価格」

◆ the cover price「書籍（新聞，雑誌）の表示価格（定価）」
◆ How can I get a price list?「価格表はどうすればもらえますか」
◆ Prices ought to go up soon.「まもなく物価は上昇するはずだ」
◆ pay the price for ～「～の代償を払う，犠牲を払う」
◆ The product is very reasonably priced.「その製品はとても手頃
な値段だ」
0185 □

real [rI…¥l]

➥ reality (195), realize (222), realistic (223)

D 本当の，実質の，不動産の
‰ What was the real reason for his resignation?「彼が辞任した本
当の理由は何だったのですか」

◆ The final game will be broadcast in real time.「最終ゲームは同
時放送されます」

◆ A real estate agent said low interest rates would stimulate the
real estate market.「不動産業者は，低金利が不動産市場を活
性化するだろうと言っていた」
0186 □

experience [ikspI¥riyns]

➥ experienced (406)

S 〜を体験する，〜を経験する A 経験，体験
‰ I’d like to experience as much as possible at work.「私は職場
でできるだけたくさんのことを経験したいと思います」

◆ Applicants must have three to five years of sales experience.
「応募者は 3 年～ 5 年のセールス経験を有する者に限る」
◆ The position requires over ten years of experience in editing.
「この職には 10 年以上の編集の経験が求められます」
◆ Ms. Burke has a good deal of experience in administration.
「バークさんは管理職（行政職）の経験がかなりあります」

◆ Experience in accounting is beneficial.「会計の経験があること
が望ましい（有益です）」

◆ Please tell me about your work experience.「あなたの職歴をお
聞かせください」

◆ Experience reveals [shows] that ～「経験（則）から～であるこ
68

TOEIC L&Rテスト究極単語BASIC2200 ためし読み → Webページへ

Rank 2

さいましたか」

◆ Last weekend I got hands-on experience in harvesting rice.「先
週末に，私は稲刈りを実際に体験（実地体験）しました」
0187 □

call [kC…l]

S 〜を呼ぶ，〜に電話をかける A 通話，訪問，判断

目標スコア 500

とがわかる［～ということを経験上知っている］」

◆ Did you have a terrific underwater experience by scuba
diving?「スキューバダイビングにより素晴らしい水中体験をな

‰ In this company, we even call our president by first name.「こ

電話の相手に対して使う表現。

◆ I’ll give you a call tonight.「今晩，電話しますね」
◆ a doctor on call「当直医」
◆ It’s your call.「君が決めなさい（判断しなさい）」

A 食事（可算名詞であることに注意）
‰ a meal coupon「食券」

◆ a meal voucher「食事クーポン」
0189 □

sightseeing [sAitsˆ…iN]

➥ sight (198)

A 観光，見物

‰ This city is the ideal sightseeing and shopping place for your

目標スコア 730

meal [mI…l]

summer getaway.「この街は，夏季の短期休暇で観光やショッ
ピングをするのに申し分ない場所です」
◆ What would be the best place to go sightseeing in Athens?「ア
テネの見物はどこが一番よいでしょうか」
◆ There are many sightseeing spots in this part of the state.「州
のこの地域には，観光名所が数多くあります」

◆ a sightseeing bus [coach]「観光バス」
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0188 □

目標スコア 600

の会社では，我々は社長でさえもファーストネームで呼びます」

◆ Ms. Lambert is what we call a walking encyclopedia.「ランバー
トさんはいわゆる生き字引です」 ▪ what we [you/they] call
（＝ what is called）は「いわゆる」の意味の重要熟語。
◆ What number are you calling?「何番へおかけですか」 ▪ 間違い

Group
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1
0190 □

goal [gOul]

A 目標，目的，ターゲット
‰ While the corporation’s goal is to make financial gains, our

goal is to preserve nature.「その会社の目標はお金儲けですが，
我々の目標は自然を維持することです」
◆ Did you reach your donation goals?「あなた方は寄付金の目標額
に達しましたか」
0191 □

economy [ikXnymi]

➥ economic (153), economics (182), economical (194), economist (260)

A 経済，景気，節約，倹約
‰ The nation’s economy grew at a rate of 4.2 percent last year.
「昨年その国は 4.2 パーセントの経済成長率を遂げた」
◆ I wonder what keeps their economy strong?「何が彼らの経済を
好調に保っているのだろうか」

◆ How soon do you think the nation’s economy will come out of
its recession?「あなたは，あとどのくらいで国の経済が不景気
を脱することができるとお考えですか」

◆ a recent downturn in the economy「最近の景気悪化」
◆ economy pack [class]「節約パック［エコノミークラス］」
［参考］形容詞の economy-size(d)（エコノミーサイズの）も覚えてお
こう。◆ economy-size cars「エコノミーサイズの車」
0192 □

error [Ery®]

A 間違い，誤り
‰“Bland”was printed in error for“Brand.”「ブランドは間違っ

て“Bland”と印刷されてしまった」 ▪ bland は「無個性の，
味気のない，面白みのない」の意味。

◆ Who is held responsible for handling errors in billing?「請求ミ
スに対処する責任を取らされるのは誰ですか」

◆ Our invoice was completely free of errors.「我々の請求書には，
誤りはまったくなかった」

◆ We developed this new method by trial and error.「我々は試行
錯誤でこの新しいメソッドを開発した」
0193 □

arrive [yrAiv]

➥ arrival (171)

S 到着する

‰ What time does your flight arrive?「あなたの飛行機は何時に到

70

TOEIC L&Rテスト究極単語BASIC2200 ためし読み → Webページへ

Rank 2
着しますか」
「ご注文品は，本日か明日のいずれかにオフィスにお届けいたし
ます」
0194 □

hospital [hXspitl]

➥ hospitality (540), hospitalize (A154)

A 病院

‰ Dr. McKinney was admitted to the hospital.「マッキニー博士は

目標スコア 500

◆ Your order will arrive at your office either today or tomorrow.

病院に収容された」

driver [drAivy®]

➥ drive (39), driving (157)

A 運転手，ドライバー
‰ I’ll have to renew my driver’s license soon.「もうすぐ私は運転
免許証を更新しなければならない」

◆ a delivery vehicle driver「配達車ドライバー」
◆ a taxi driver「 タ ク シ ー 運 転 手 」（ ＝ a cab driver, a cabby
[cabbie]）
◆ the driver’s seat「運転席」
0196 □

service [sY…®vys]

➥ serve (474)

A 営業，サービス，《~s》サービス事業，貢献，役に立つこと，便宜
S 〜を点検する，整備する
‰ The number you have reached [called] is no longer in service.
「あなたがおかけになった電話番号は現在使われておりません」

▪ in service は「使われて，運転されて」の意味の重要熟語。
反対の意味の out of service（非稼働中で）も覚えておこう。
◆ Tax and service charges are included.「税，サービス料込みとなっ
ています」 ▪ 日本語でいう「無料の，サービスの」という形容
詞には，complimentary や free を用いる。
◆ after-sales service「アフターサービス」
◆ For any inquiry, please contact our customer service
department.「お問い合わせは何なりと顧客サービス部にご連絡
ください」

◆ the food service industry「外食産業」
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温かいもてなしの大切さを強調した」

目標スコア 600

◆ The hospital administrator impressed upon the interns the
importance of hospitality.「病院の監督者は，研修生に対して

Group
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◆ demand for social services「社会福祉事業の需要」
◆ He performed a great service for the modernization of the
country.「彼は国の近代化に多大な貢献をした」
◆ I would be more than happy to be of service to you.「お役に立
てればこの上ない幸せです」

◆ How’s that for service?「どう？ 見事な出来映えでしょ？」
▪ 場合によっては「いい線行ってるでしょ？」などとも訳せる。
◆ The copy machine needs servicing again.「そのコピー機はまた
修理点検してもらう必要がある」
0197 □

travel [trQvl]

A 旅行 S 旅行する，伝わる
‰ This letter is to confirm the travel arrangements for your trip

to Paris.「お客様のパリ旅行の手配内容を本状にて確認いたしま
す」

◆ The travel agent sent me the itinerary for my trip.「旅行代理店
は，私に旅行日程表を送付してきた」

◆ business travel「ビジネス旅行，出張」
◆ traveler’s checks（＝ T/C）「トラベラーズチェック，旅行用小切
手」

◆ We have traveled abroad many times.「私たちは何度も海外旅行
をしています」 ▪ abroad は副詞なので，in abroad とは言わ
ない。

◆ We traveled to [in] Canada by train.「我々は列車でカナダまで移
動した［カナダを旅した］」

◆ Do you have any idea how fast light travels?「あなたは光がどの
くらいの速さで進むか知っていますか」
0198 □

area [E¥riy]

A 区域，地域，場所（＝ zone）
‰ Sales agents can be found throughout the nation’s urban

areas.「販売代理店は全国の都市部にございます」
◆ a non-smoking area「 禁 煙 区 域， 禁 煙 席 」（ ＝ a no-smoking
area）
◆ an indoor parking area「屋内駐車場」
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seem [sI…m]

➥ seemingly (A307)

S 〜のように見える
‰ Investors do not seem to be willing to spend more money on

U.S. bonds.「投資家は米国債券にこれ以上お金を使いたくない
ようだ」

◆ It seems doubtful that customers would change their behavior
overnight.「消費者が一夜にして態度を変えることは疑わしい
（恐らくないだろう）」
0200 □

dentist [dEntyst]

目標スコア 500

0199 □

➥ dental (122)

‰ I have a dentist appointment tomorrow.「明日は歯医者の予約が
あります」 ▪ この表現は，断りの言い訳によく用いられる。
◆ I’m going to the dentist this Friday.「今週の金曜日に歯医者に行
きます」 ▪ 「歯医者に行く」は go to the dentist の他，go to
the dentist’s，visit the dentist，see a dentist などという。
0201 □

unusual [/njU…Zu¥l]

➥ usual (50)

目標スコア 600

A 歯科医

D 普通でない，例外的な，珍しい（⇔ usual〔普通の〕）
役会では，激論はまず起こらない」

◆ It was an unusual sightseeing tour.「それは一風変わった観光ツ
アーだった」
0202 □

yellow [jElou]
D 黄色い

‰ Haven’t you realized too much smoking has turned your teeth

目標スコア 730

‰ A heated discussion is very unusual at board meetings.「取締

yellow?「タバコの吸いすぎで自分の歯が黄色になっているのに

0203 □

wish [wIS]

➥ wishful (A270)

S（〜に）…を願う，（〜に）…を希望する
‰ Employees who wish to park in the company parking lot must
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気づいていないの？」

◆ If Byrd’s Diner is not in the Yellow Pages, you may find it in
the White Pages.「もしバーズ・ダイナーが職業別電話帳にな
け れ ば， 個 人 別 電 話 帳 で 見 つ か る か も し れ ま せ ん 」 ▪ the
Yellow Pages とは「職業別電話帳」のこと。
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have their parking permits issued.「社用の駐車場を利用した
い従業員は駐車許可証を発行してもらわなければならない」
▪ wish は目的語に動名詞を取らず，to 不定詞を取る動詞。
◆ I wish my secretary were more efficient and productive.「私の
秘書がもっと効率的かつ生産的であったらなあ」 ▪ 仮定法過去
の文である。were なので現実でないと解る。
0204 □

simple [sImpl]

➥ simply (157), simplify (A160)

D 単純な，簡単な
‰ We believe this method is simpler but just as effective as the

last one.「私たちは，この方式は先のものより単純ですが，同
じくらい効果的だと信じています」

◆ a simple report form「簡単なレポート書式」
0205 □

different [dIf¥r¥nt]

➥ difference (128), differ (300)

D 違って，異なって

‰ Money can be spent in a number of different ways.「金の使い
方は多種多様である」

◆ There are different types of investments.「投資にはさまざまな
タイプがあります」

◆ You seem different today.「今日はいつもと様子が違いますね」
◆ Let’s talk about something different.「何か別の話をしましょう」
0206 □

partner [pX…®tny®]

➥ partnership (472)

A ビジネス・パートナー，仲間
‰ We are collaborating with our international partners.「我々は
海外パートナーと協働している」

◆ junior partners「下級社員，ジュニア・パートナー，部下」
0207 □

level [lEvl]
A 水準，レベル，地位，階 D 平らな（＝ flat），同じ高さ・水準の
S 〜を平らにする，平らになる
‰ the performance level「業績水準」

◆ on a more personal level「もっと個人的な面で」
◆ Mr. Warren rose to the level of senior vice president.「ウォーレ
ン氏は上級副社長の職位まで出世した」

◆ Which level should I go to?「何階へ行けばいいですか」
◆ The floor has to be level.「床は平らでなければなりません」
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は，子どもの目線の高さと同じだった」

◆ level the ground「地面を平らにする，地ならしをする」
◆ The boss didn’t level with us.「上司は我々に本当のことを言って
くれなかった」 ▪ level with ～は「～に率直に打ち明ける」の
意味の重要熟語。
0208 □

guest [gEst]

目標スコア 500

◆ a level spoonful of sugar「さじすり切り 1 杯の砂糖」
◆ The mother’s eyes were level with her child’s.「その母親の目線

A 接待客，宿泊客，ゲスト
お越しのすべてのお客様は，駐車券クーポンをお受け取りになれ
ます」

◆ hotel [resort] guests「ホテル客［リゾート客］」
◆ overnight guests「宿泊客，泊まり客」
◆ It was a nice and clean guest house.「それはとてもきれいな民宿
だった」 ▪ <nice and 形容詞・副詞 > は「とても～，ずいぶん
～」の意味を表す。

目標スコア 600

‰ All guests coming by car will receive parking coupons.「お車で

◆ conference guests「会議（大会）のゲスト」
◆ Be my guest.「これは私がおごるからね，ご遠慮なくどうぞ，ご自

police [pylI…s]

➥ policeman (79)

A《the 〜》警察（複数扱い） S 〜を警備する，〜を監視する
‰ The police are investigating the cause of the incident.「警察は
その事件の原因を調査している」

0210 □

close [klOuz]

➥ closely (497), closure (A156)

S 〜を閉じる，閉まる A 終わり，終結 D[klOus] 近い，親しい，
綿密な F[klOus] 近くに
‰ Please close the door behind you.「ドアを閉めてください」

◆ What time does the business close?「終業は何時ですか」
◆ The board meeting came to a close at 2:00 P.M. sharp.「取締役
会は午後 2 時ちょうどに終わった」 ▪ come to a close は「終
わる」（＝ come to an end）の意味の重要熟語。よく似た表現
で draw to a close（終わりに近づく）というのもある。
◆ How close are we to the station?「駅まではどのくらいの近さで
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0209 □

目標スコア 730

由にお使いください」
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すか」

◆ Is Steve a close friend of yours?「スティーヴはあなたの親友です
か」

◆ On closer examination, they realized that the display was not
real.「より詳しく調べてみると，その展示品は本物ではないと
いうことが彼らにはわかった」

◆ His annual income is close to a million dollars.「彼の年収は 100
万ドルに近い」 ▪ この例文の close to は，nearly，almost と
同じく「おおよそ，～に近い」の意味。

◆ Come closer.「もっとそばに来てください」
0211 □

traffic [trQfik]
A 交通，通行

‰ There was bumper-to-bumper traffic in all lanes on the

freeway.「高速道路のすべての車線が大渋滞していた」
▪ bumper-to-bumper は「大渋滞した，数珠つなぎの，延々と
つながった」の意味の形容詞。

◆ a traffic jam「交通渋滞」（＝ traffic congestion）
◆ a traffic light「交通信号」
◆ traffic flow「交通の流れ」
0212 □

possible [pXsybl]

➥ possibility (197), possibly (438)

D 可能な，起こりうる，実行できる
‰ There remain three possible solutions to the issue.「その問題
には 3 つの可能な解決策が残っています」
◆ whenever possible「可能ならいつでも」
◆ prevent a possible electric shock「（起こりうる）感電を未然に
防ぐ」

◆ What could make it possible to lower the production cost?「ど
うすれば製造コストを下げることができるだろうか」

◆ I’d like to arrange a meeting with you as soon as possible to
discuss this matter.「本件について話し合いを持つために，で
き る だ け 早 急 に 会 合 を 設 定 し た い と 思 い ま す 」 ▪ as ～ as
possible は「できるだけ～」の意味を表す重要熟語。～の部分
には形容詞または副詞がくる。
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understanding [¿ndy®stQndiN]
A 理解，了解

‰ The editor showed some understanding for our tight

schedule.「その編集者は我々のぎっしり詰まったスケジュール
にある程度の理解を示しました」
0214 □

respect [rispEkt]

➥ respectful (A78), respectable (A162), respectfully (A219)

A 尊重，尊敬，点 S 〜を尊重する，〜を尊敬する

目標スコア 500

0213 □

‰ You should show some respect to others’ opinions.「あなたは

る点でも～ない」の意味となる。

◆ with respect to this matter「本件に関して」 ▪ with respect to
～は「～に関して，～については」（＝ in respect to [of] ～）の
意味の重要熟語。

◆ We should respect the client’s preference.「我々は顧客の好みを

目標スコア 600

他人の意見をある程度（少しは）尊重する態度を示すべきです」

◆ Those two companies have similarities in many respects.「そ
れらの 2 社は多くの点で類似点がある」 ▪ in some respects
であれば「いくつかの点で」，in no respect であれば「いかな

尊重すべきである」

drugstore [dr?gstÇ…®]

➥ drug (128)

A ドラッグストア

‰ These products are available in supermarkets and local

drugstores.「これらの製品はスーパーや地元のドラッグスト
アで入手できます」

lucky [l?ki]

➥ luck (174)

D 幸運な（⇔ unlucky〔不運な〕）
‰ I was lucky enough to get a ticket for the concert.「私は幸運に
もコンサートのチケットが手に入った」

◆ Lucky you!「ついてるね，よかったね」
基礎熟語

0216 □

目標スコア 730

0215 □
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0217 □

Rank 3

couple [k?pl]

A カップル，2 つ（一組）
‰ a bridal [honeymoon/retired] couple「婚礼［新婚／退職者の］カッ
プル」

◆ Ms. Coo saved a lot of coupons in the past couple of years.

「クーさんはこの数年の間にたくさんの割引クーポンを貯めてき
た」 ▪ a couple of ～は「2 つの～，2，3 の～」の意味を表す
ので，in the past couple of years は「ここ 2，3 年の間に」や「こ
こ数年の間に」と訳すことができる。

0218 □

collection [kylEkS¥n]

➥ collect (84), collective (A220), collectively (A333)

A コレクション，収集，徴収，回収
‰ This gallery has a large collection of wood prints.「この画廊に
は多くの版画のコレクションがあります」

◆ a print collection in the art museum「美術館の版画室」
◆ gather a collection for charity「慈善のために献金を募る」
◆ collection letters「集金の手紙，督促状」（＝ reminders）
◆ a collection agency「債権回収業者，取立代行会社」
0219 □

find [fAind]

➥ finding (553)

S 〜を見つける，〜を見つけ出す，〜だとわかる A 掘り出し物，
発見物
åfind の活用（find-found-found）をしっかりと覚えておこう。
‰ The lost mountain climber was found in good condition.「行方
不明の登山者は無事に発見された」

◆ Did you find out whose proposal it was?「それが誰の提案だった
かわかりましたか」 ▪ find out ～は「～を見い出す，～を知る」
の意味の重要熟語。

◆ Please find out whether Mr. Gonzales is interested in joining
our firm.「ゴンザレス氏が我が社で働くことに関心があるかど
うか確かめてください」
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サービス面で外資系金融機関と競争するのは難しいと思ってい
る」

◆ This dinner table was a real find.「このディナー・テーブルはま
さに掘り出し物（めっけ物）だった」 ▪ a find の他に「掘り出
a bargain，a steal も覚えておこう。
し物」を意味する名詞として，
［参考］the lost and found（遺失物取扱所）も覚えておこう。
◆ Where is the Lost and Found?「遺失物係はどちらですか」

policeman [pylI…smyn]

➥ police (75)

A 警察官，巡査

‰ I asked the policeman the way to the station.「私は警察官に駅
への道を尋ねた」
［参考］婦人警官は policewoman という。現在はむしろ男女共用の
police officer が用いられる。
0221 □

finish [fIniS]

目標スコア 600

0220 □

目標スコア 500

◆ Many financial firms in Japan find it difficult to compete with
foreign counterparts in services.「日本の多くの金融機関は

S 〜を終える，〜をやり終える A 終わり，ゴール（イン），仕上げ
‰ Have you finished packing yet?「もう荷造りは終わりましたか」
る。

◆ How long did it take (you) to finish the project?「そのプロジェ
クトを終えるのにどのくらいの時間がかかりましたか」

◆ In what year did you finish college?「あなたは何年に大学を終え
たのですか」

◆ Her report should be finished by tomorrow’s deadline.「彼女の
報告書は明日の締切りまでに終わるはずです」

目標スコア 730

▪ finish は目的語に to 不定詞を取らず，動名詞を取る動詞であ

◆ Let’s finish it up.「それを最後までやりましょう，それを全部仕上
げましょう」 ▪ finish up ～は「～を仕上げる，片付ける」の

ピー機の使用」「食事」など，状況によって異なる。
0222 □

wide [wAid]

➥ widen (486), width (501)

D 広い，幅が〜ある F 広く
‰ It is widely known that a kiosk sells a wide range of goods.「キ
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意味の重要熟語。

◆ Are you finished with that? - Yes, I’m finished.「もうそれ，
終わりました？」「ええ，終わりましたよ」 ▪ that の内容は「コ

Group
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1

オスクが幅広い品数を売っていることはよく知られています」

◆ The top board of the desk is 1 meter wide and 2 meters long.
「机の天板は幅 1 メートル，長さ 2 メートルです」
◆ Marco traveled far and wide.「マルコは広く方々を旅した」
▪ far and wide は「広範囲に，あまねく」の意味の重要熟語。
0223 □

abroad [ybrC…d]

F 海外へ，海外に（＝ overseas）
‰ Have you traveled abroad?「海外に旅行したことはありますか」

◆ We are trying to create many opportunities for business
abroad.「弊社は海外事業の機会を多く生み出そうとしていま
す」

◆ I had never been abroad until after I finished college.「私は大
学を終えるまで，海外に行ったことがありませんでした」
0224 □

leader [lI…dy®]

➥ leadership (116), lead (204), leading (A177)

A リーダー，指導者
‰ corporate leaders「企業のリーダー」

◆ industry leaders「業界リーダー」
◆ local business leaders「地元ビジネス界のリーダー」
0225 □

produce [pryd∆U…s]

➥ product (65), production (238), producer (340)

S 〜を製造する，〜を生産する，〜を取り出す，〜を提出する
A[prOud∆u…s] 農産物，生産物
‰ The new computer model produced by our company is more

sophisticated than any other model on the market today.「当
社が製造した新しいコンピュータ・モデルは，現在市場に出回っ
ているどのモデルよりも高機能です」

◆ We designed and produced these brochures by ourselves.「我々
はこれらの冊子を自分たちでデザインして作成しました」

◆ What do you usually produce as a means of identification?「あ
なたは身分証明の手段として普段何を提示していますか」

◆ agricultural produce「農産物」
◆ fresh produce「生鮮食品」
0226 □

public [p?blik]

➥ publish (167), publication (405), publisher (452), publicly (A99)

D 公共の，公営の，公的な A 大衆，一般の人々，世間
‰ use the public transportation system「公共交通システムを利用
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目標スコア 500

する」

◆ a public library [park]「公共図書館［公共公園］」
◆ a public relations agent「広報担当者，PR 代理人」
◆ the Office of Public Affairs「広報課，公共業務課」
◆ go public「 株 式 を 公 開 す る， 株 式 会 社 に な る 」 ▪ 反 対 は go
private（株式を非公開にする）である。
◆ raise the public’s awareness of our company’s products and
services「当社の製品とサービスに対する大衆の認識を高める」
◆ It must be difficult for the public to judge accurately the
economic status quo.「現在の経済状況を正確に判断すること

いつ一般向けに発表されたのですか」

◆ The lighthouse is now open to the public six days a week free
of charge.「その灯台は今，週 6 日間一般無料公開されています」
0227 □

ship [SIp]

➥ shipping (407), shipment (517)

A 船 S 〜を輸送する，〜を出荷する

目標スコア 600

は，一般の人々（大衆）にとって難しいに違いない」

◆ When was the merger announced to the public?「その合併は，

‰ The shipping expense via container ship decreased.「コンテ
ナ船による運送費は値下がりした」
品は近くの港から輸送されます」

◆ We will ship the product to you by June 15 at the latest.「製品
は遅くとも 6 月 15 日までに出荷いたします」
▪ at the latest は「いくら遅くとも」の意味の重要熟語。
0228 □

reason [rI…zn]

➥ reasonable (530)

A 理由 S 〜を説得する《with》

目標スコア 730

◆ All merchandise is shipped from the nearby port.「すべての商

‰ Do you understand the reason for his absence?「彼の欠席の理
由はわかりますか」

◆ The manager tried to reason with an employee.「部長は従業員
0229 □

character [kQrykty®]

➥ characteristic (322), characterize (A111)

A 特徴，性格

‰ His writing has a distinctive character.「彼の文章にははっきり
した特徴がある」

◆ Naomi is a good [poor] judge of character.「ナオミには人を見る
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を説得しようと試みた」
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目がある［ない］」
0230 □

part-time [p˛…®ttAim]

D パートタイムの，非常勤の F パートタイムで，アルバイトで
‰ a part-time job「パートタイムの仕事」

◆ part-time workers「パート従業員」
◆ Are you working there full-time or part-time?「あなたはそこで
フルタイムで働いていますか，それともパートタイムですか」
0231 □

photographer [fytXgryfy®]

➥ photo (46), photograph (85), photography (214)

A 写真家，カメラマン

‰ a staff photographer「写真撮影スタッフ」
［参考］英語でいう cameraman は「テレビや映画の撮影技師」（＝
camera operator）のことを指す。
0232 □

hate [hEit]

S 〜をひどく嫌う，〜を申し訳なく思う A 嫌悪，憎しみ
‰ Many clients hate a pushy sales person.「多くの顧客は押しの強
い販売員を嫌います」

◆ I hate to bother [trouble] you, but would you help me with
this?「ご迷惑をかけて申し訳ございませんが，これを手伝って
もらえますでしょうか」

◆ The customer service center has been getting a lot of hate
email lately.「顧客サービス・センターには，最近嫌がらせのメー
ル（抗議のメール）がたくさん届いている」
0233 □

fax [fQks]

➥ facsimile (A78)

S 〜をファクスで送る A ファクス（＝ facsimile）
‰ I would appreciate it if you would fax me the directions to

◆
◆
◆
◆
82

your office.「あなたの事務所への道順をファクスで送ってもら
えると，ありがたいのですが」
Could you fax the tables to my office?「表を私の事務所にファク
スしていただけますか」
Please send a fax to me as soon as possible.「至急ファクスをお
送りください」
Send me the map by fax, will you?「その地図をファクスで送って
もらえるかい？」
This fax machine is very easy to use.「このファクスはとても使
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いやすい」
ファクス番号は電話番号と同じですか」
0234 □

mail [mEil]

➥ mailbox (90), mailing (265), mailroom (A127)

S 〜を郵送する A 郵便，郵便物（不可算名詞であることに注意）
‰ Please mail this form to us in the enclosed envelope.「同封の
返信用封筒にこの書式を入れて郵送してください」

目標スコア 500

◆ Is your fax number the same as your phone number?「あなたの

◆ mail out some business letters「商用文を発送する」
◆ Please forward my mail to this new address.「私宛ての郵便物は，

0235 □

panic [pQnik]

A パニック（状態），恐慌 S 〜をうろたえさせる，うろたえる
‰ There’s no panic. There is more than one solution to it.「落ち
着くことだ（パニック状態に陥いる必要はない）。解決策はいく

らでもある」 ▪ There are more than one solution to it. や

目標スコア 600

この新住所へ転送してください」

◆ send in an order by mail「郵便で発注する」

きなさい」

adventure [ydvEntSy®]

➥ adventurous (499), advent (A460)

A 冒険

‰ Traveling abroad was quite an adventure for me.「海外旅行は
私にとってかなりの冒険だった」
0237 □

model [mXdl]

A 型（式），手本，モデル
‰ This new model notebook computer is user-friendly even for

children.「この新型ノートパソコンは子どもにとってさえ使い
勝手がよい」

◆ The senior-friendly general hospital will prove to be a model
for this country’s future.「高齢者に優しいその総合病院はこの
国の将来のための手本となるであろう」

◆ Many movie stars and fashion models attended the ceremony.
「多くの映画スターやファッションモデルが式典に出席した」
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0236 □

目標スコア 730

There are more than one solutions to it. と言う人もいる。
◆ an economic panic「経済恐慌」
◆ Don’t panic! Just calm down.「うろたえてはいけません。落ち着

Group
001
034
1

◆ food models in front of restaurants「レストランの前にある食品
モデル」 ▪ 蝋細工のものは海外の人に特に珍しがられる。
0238 □

staff [stQf]

➥ staffing (A227)

A スタッフ，職員（単数扱い） S 〜に職員を置く
‰ a monthly staff meeting「月例スタッフ会議」

◆ This branch office does not only employ staff but also trains
them.「この支局は職員を雇うだけでなく，研修も行います」
◆ The NGO center was staffed by volunteers.「その非政府組織セ
ンターではボランティアがスタッフとなっていた」
0239 □

collect [kylEkt]

➥ collection (78), collective (A220), collectively (A333)

S 〜を集める，〜を徴収する，〜をまとめる F コレクトコールで
D 料金受信人払いの
‰ information collected from shoppers「買い物客から集められた
情報」

◆ Have you collected registration fees from everybody?「あなた
は全員から参加費を徴収しましたか」

◆ Try to collect your thoughts before you speak up.「発言する前
に，考えをまとめるようにしなさい」

◆ You can call me collect if you like.「何ならコレクトコールで電話
してもらってもいいよ」（＝ You can make a collect call to
me if you like.）
0240 □

invite [invAit]

➥ invitation (276), inviting (A174)

S 〜を招待する A 招待（状）
‰ Thank you for inviting me.「お招きありがとうございます」

◆ You are cordially invited to attend a dinner party.「晩餐会への
お越しを心よりお待ちしております」
0241 □

interview [Inty®vj¨…]

➥ interviewer (190)

A 面接 S 〜を面接する
‰ What were you asked at the job interview?「あなたは就職面接
で何を聞かれましたか」

◆ The interviewer asked me only a few more questions, so the
interview ended shortly after.「面接担当者は私にさらにいく

つかの質問をしただけだったので，面接はほどなくして終わった」

▪ この例文の shortly after は副詞句として用いられており，
「そ
84
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の 後 す ぐ に， 間 も な く 」（ ＝ shortly afterwards，shortly
thereafter）の意味を表す。
◆ Ms. Hill interviewed all those candidates by himself.「ヒルさん
はそれらすべての求職者の面接を一人で行った」
0242 □

cafeteria [kŒfytI¥riy]
A 食堂，カフェテリア

‰ How late does the cafeteria stay open?「この食堂はどのくらい

目標スコア 500

Rank 3

遅くまで開いていますか」

photograph [fOutygrŒf]

➥ photo (46), photographer (82), photography (214)

A 写真 S 〜を写真撮影する
‰ I took several photographs of the site.「私はその場所の写真を
数枚撮った」

◆ The taking of photographs is not allowed in here.「この中では
写真の撮影は禁止です」

◆ The star was photographed by the satellite.「その星は人工衛星
によって撮影されました」
0244 □

print [prInt]

目標スコア 600

0243 □

➥ printer (28), printing (313)

‰ The report is printed on white paper.「報告書は白色の紙に印刷
されています」

◆ Please print the full name of your spouse.「配偶者のお名前をフ
ルネームで，活字体で書いてください」

◆ The book is already out of print.「その本はもう絶版です」
▪ out of print（絶版になって）の反対は in print（発売中で，
印刷中で）である。

目標スコア 730

S 〜を印刷する，〜を活字体で書く A 印刷，版画，字体

0245 □

master [mQsty®]

A 達人，熟達者，リーダー
‰ Who will be the master of ceremonies at the anniversary

party?「記念パーティーで司会（MC）を務めるのはどなたですか」
◆ He is a master of poetry and painting.「彼は詩と絵の達人である
（彼は詩人であり，また画家でもある）」
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◆ the print industry「印刷業界」
◆ a print collection「版画室，版画の収集」
◆ Read the fine print.「但し書きをお読みください」

Group
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0246 □

fever [fI…vy®]
A 熱，高熱

‰ Yesterday I had a fever of 101 degrees, and so I called in sick.
「昨日私は 101 度の熱があったので，会社に病欠の電話を入れま
した」 ▪ call in sick は「電話で病欠を連絡する」の意味の重
要熟語。
0247 □

agree [ygrI…]

➥ agreement (193), agreeable (A32), agreeably (A193)

S 同意する，賛同する（⇔ disagree〔同意しない〕）
‰ Ms. Brown has agreed to join our project.「ブラウンさんは我々
のプロジェクトへの参加に同意した」

◆ Do you agree to the revised plans?「あなたは改訂された案に同
意しますか」

◆ The consultant didn’t agree with us on this policy.「コンサルタ
ントはこの方針に関して我々に賛同しなかった」

◆ I couldn’t agree (with you) more.「まったく同感だ，そのとお
りだ」
0248 □

design [dizAin]

➥ designer (246)

S 〜を設計する，〜をデザインする，〜するよう想定する A 設計
（図），デザイン
‰ Don’t you think the new building is well designed?「その新し
いビルはうまく設計されていると思いませんか」

◆ We had a designer come in and completely design the interior.

「私たちはデザイナーに入ってもらって内装を完全にデザインし
てもらった」

◆ This newsletter is designed to keep you updated on financial
markets.「このニュースレターは金融市場について顧客の皆様
に最新情報を提供するために作られています」

◆ This is a program specially designed for women.「これは特に女
性を対象としたプログラムです」

◆ the design of the new product「新製品の設計」
◆ Ms. Phillips became interested in the design of interior decor.
「フィリップスさんは室内装飾のデザインに興味を持った」
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A 産業，業界，勤勉
‰ the film industry「映画業界」

◆ the aircraft industry「航空業界」
◆ the publishing industry「出版業界」
◆ Everybody gives credit to his industry.「皆が彼の勤勉さを認め
ている（評価している）」
［参考］この語の形容詞には industrial（産業の）と industrious（勤
勉な）の 2 つがあるので，区別して覚えておこう。
0250 □

cross [krC(…)s]

➥ crossing (418)

S（〜を）横断する，（〜と）交差する
‰ The woman is crossing at the crosswalk.「女性は横断歩道を渡っ
ています」

◆ Every day I cross the bridge as I go to and from work.「毎日私
は仕事の行き帰りにその橋を渡ります」

◆ I hope we’ll cross paths again in the future.「将来またどこかで
お会いできればいいですね」（＝ I hope that our paths will
cross again in the future.）
0251 □

目標スコア 500

➥ industrial (179), industrialize (560), industrious (A211)

目標スコア 600

industry [Indystri]

victory [vIkt¥ri]
A 勝利

‰ Magnolia Electric Co. achieved an unexpected victory over

the patent lawsuit.「マグノリア電気は，特許の訴訟に思いがけ
ず勝利した」

◆ The baseball team’s manager got a traditional victory toss
after winning the Japan Series Championship.「その野球

目標スコア 730

0249 □

チームの監督は日本シリーズ優勝後，恒例の胴上げをされた」

stage [stEidZ]

A 段階，舞台 S 舞台を設定する，〜を行う（＝ organize）
‰ I supervised this project in the early [late/final] stages of

development.「私はこのプロジェクトの初期［後期／最終］段
階で監督をしました」
◆ The negotiations are at a delicate [crucial/critical] stage.「交渉
は微妙な［きわめて重大な］段階にある」
◆ After the election, the stage was set for the consumption tax
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0252 □

Group
001
036
1

increase.「選挙が終わり，消費税引き上げの舞台が整った」
◆ Ms. Asai staged the celebration in honor of the former
chairman.「前会長を讃えて，アサイさんは祝典を企画した」
▪ in honor of ～は「～に敬意を表して，～のために」の意味の
重要熟語。
0253 □

enter [Enty®]

➥ entrance (180), entry (266)

S 〜に入る，〜を入力する，〜に参加する
‰ Before entering the lab through the back door, you are

requested to wash your hands.「実験室に裏口から入る前に，
手を洗ってください」

◆ You are not permitted to enter the auditorium now.「現在，講
堂に入ることはできません」

◆ The latest data have already been entered into the computer.
「最新のデータはすでにコンピュータに入力されています」

◆ Please enter your PIN number followed by the pound key.「あ
なたの暗証番号を入力してからシャープ記号を押してください」

▪ PIN は personal identification number の省略形。
◆ I entered a photography contest but didn’t win.「私は写真コン
テストに応募したが，入賞できなかった」
0254 □

result [riz?lt]

➥ resulting (A119)

A 結果 S 結果に終わる，結果として起こる
‰ last week’s election results「先週の選挙結果」

◆ As a result,「その結果，～」
◆ as a result of the merger「合併の結果として」 ▪ as a result of
～は「～の結果として」の意味の重要熟語。

◆ Reducing regulations may result in lower prices for
consumers.「規制緩和は消費者に低価格をもたらすかもしれな
い」 ▪ result in ～は「～を招く」の意味の重要熟語。
◆ Serious damage resulted from the uncontrollable accident.「不
可抗力の事故から大きな損害が生じた」 ▪ result from ～は「～
に起因する」の意味の重要熟語。
0255 □

shock [SXk]

➥ shocking (A344)

A 衝撃，精神的打撃，電気ショック S 〜にショックを与える
‰ When I received a letter of rejection, it gave me quite a shock.
「不採用通知をもらったとき，私はかなりショックを受けた」
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◆ A car airbag absorbs the shock.「車のエアバッグはショックを吸

アの取っ手に触れたとき，静電気でビリッときた」

◆ I was greatly shocked by the news of the sudden death of my
colleague.「私は同僚の突然の訃報に大きな衝撃を受けた」
0256 □

train [trEin]

➥ training (64), trainee (A323)

S 〜を訓練する，〜を教育する A 列車

目標スコア 500

収してくれる」

◆ When I touched the doorknob, I got a shock from the static.「ド

‰ He’s never been formally trained in computer programming.
たことがありません」

◆ Trains bound for Stockholm leave every half hour.「ストックホ
ルム行きの列車は半時間ごとに出ています」
0257 □

storm [stC…®m]

➥ stormy (381)

A 暴風雨，嵐

‰ The fearful storm caused extensive damage to the fishing

目標スコア 600

「彼は一度も正式にコンピュータ・プログラミングの教育を受け

迎えられた」

manager [mQnidZy®]

➥ management (281), managing (478), manage (487), managerial (A87)

A 支配人，管理者，店長，部長
‰ May I speak to the hotel manager?「ホテル支配人とお話しでき
ますか」

◆ the office manager「業務マネージャー，支店長，部長」
0259 □

happen [hQpn]

➥ happening (261)

S 起こる，たまたま〜する
‰ No matter what happens,「何が起ころうと～，たとえどんなこと
があっても～」

◆ Considering what happened,「起こったことを考えてみると～，
事の次第を考慮に入れてみると～」

◆ Where exactly did the accident happen?「その事故は正確にはど
こで起きたのですか」

◆ How in the world did it happen?「いったいそれはどのようにし
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0258 □

目標スコア 730

port.「恐ろしい暴風雨が漁港に大損害を及ぼした」
◆ The invited speaker was received with a storm of applause
from the audience.「招待講演者は，聴衆から拍手喝采の嵐で

Group
001
037
1

て起きたのですか」 ▪ in the world は疑問詞と一緒に用いると
「いったい全体」という強調の意味を表す。

◆ I happened to meet Tammy at a restaurant with her new
husband.（＝ It happened that I met Tammy at a restaurant
with her new husband.）「私はレストランで新しい夫と一緒に
いるタミーにたまたま出くわしました」
0260 □

discuss [disk?s]

➥ discussion (110)

S 〜を話し合う，〜について議論する
‰ Let’s get together again next week to discuss this matter

further.「この件についてさらに話し合うために，来週また集ま
りましょう」

◆ We discussed a number of issues related to the contract.「我々
は契約書に関する多くの問題について話し合った」

◆ They discussed the possibility of setting up operations
overseas.「彼らは海外への事業進出の可能性について議論した」
［参考］discuss は他動詞なので，about を後に付けて discuss about
～とはしない。discuss ＝ talk about と覚えておこう。
0261 □

mailbox [mEilb˛ks]

➥ mail (83), mailing (265), mailroom (A127)

A 郵便ポスト，郵便受け，（電子）メールボックス
‰ Unfortunately, there is no mailbox close by.「残念ながら，この
近くには郵便ポストはありません」

◆ My mailbox was full of junk mail.「私の郵便受けはジャンクメー
ルでいっぱいになっていました」
0262 □

short [SC…®t]

➥ shortage (383), shorten (414), shortly (A52)

D 短い，足りない
‰ It was a short stay in town.「それは街での短期滞在でした」

◆ Connie had her hair cut quite short.「コニーは髪をかなり短く
切ってもらった」

◆ I need ten bucks but am a quarter short.「10 ドル要るんだけど，
25 セント硬貨が 1 枚足りないわ」（＝ I need ten bucks but am
short of a quarter.）
◆ I’m sorry we are running short of time today.「残念ですが，本
日はこれで時間が足りなくなってしまいました」 ▪ run short
of ～は「～が足りなくなる，～を切らす」（＝ run out of ～）
の意味の重要熟語。fall short of ～「～に及ばない，届かない」
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pure [pjUy®]

➥ purely (408)

D 純粋な，きれいな，まったくの
‰ Pure gold means 100 percent gold and nothing else.「純金とは，

100 パーセントの金で，他の混ざり物が入っていないものを意味
する」
◆ Pure water has no taste or smell.「純粋な（きれいな）水には，
味もにおいもない」
◆ The breakthrough discovery occurred by pure chance.「その画
期 的 な 発 見 は， ま っ た く の 偶 然 に よ り 起 こ っ た 」
（ ＝ The
breakthrough discovery occurred purely by chance.）
0264 □

nation [nEiS¥n]

➥ national (209), nationality (378), nationwide (A76)

A国

‰ across the nation「全国を通じて」

◆ throughout the nation「全国各地で，全国的に」
◆ a peace-loving nation「平和愛好国」
［ 参 考 ］「 国 」 の 意 味 を 表 す 語 は，formal な 順 に state，nation，
country となる。
0265 □

president [prEzVd¥nt]

➥ preside (A512)

A 社長，大統領

‰ Who is the president of the corporation?「その会社の社長は誰
ですか」

◆ Both the president and the vice president were present at
the press conference.「大統領，副大統領共に記者会見に臨んだ」
［参考］presidency は「大統領職（社長職），大統領在任期間（社長任期）」

目標スコア 600

0263 □

目標スコア 730

も区別して覚えておこう。
［参考］よく文修飾の副詞句となる in short（要するに，手短に言えば）
も覚えておこう。

目標スコア 500

Rank 3

0266 □

law [lC…]

➥ lawyer (150), lawfully (A282), lawsuit (A342), lawful (A357)

A 法律，法則
‰ tax laws「税法」

◆ against the law「法律違反で，違法で，法に背いて」
◆ federal and state law「連邦法および州法」
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の意味を表す。

Group
001
038
1
0267 □

goggle [gXgl]

A《~s》ゴーグル，メガネ
‰ Make sure to wear protective goggles when handling these

chemicals.「これらの化学薬品を扱うときは，必ず防護メガネ
を着用してください」
0268 □

salary [sQl¥ri]
A 給与，月給

‰ Ms. Parnell was told what her salary would be at the job

interview.「パーネルさんは，どのくらいの給与になるかを面接
で言われた」
◆ The manager told me I would receive a salary increase and a
promotion.「部長は，私が昇給と昇格を受けると教えてくれた」
［参考］salary の語根 sal（ラテン語）は salt（塩）を意味する。古代ロー
マでは兵隊が塩を買うために銀貨を支払ったことから「給料」を意

味するようになった。同様に，サラダには塩（sal）を加えていたの
で，salad となった。
0269 □

cloth [klC(…)T]

➥ clothes (31), clothing (214)

A 布地，布

‰ a cotton cloth「綿布」

◆ a table cloth「テーブルクロス」
0270 □

guide [gAid]

➥ guidance (344), guideline (404)

S 〜を案内する，〜を指導する A 案内人，ガイド，案内書
‰ The tour guide expertly guided us around the town as we

◆
◆
◆
◆

92

visited many historical places.「そのツアーガイドは，町にあ
る多くの名所旧跡を訪れながら私たちを上手に案内してくれた」
Could you guide me through this?「これの手順を教えてください
ますか」
a tour company’s guide「旅行会社のガイド」
a professional interpreter and guide「プロの通訳ガイド」
read a practical guide for writing manuals and handbooks「手
引書や便覧を書くための実践指南書を読む」
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male [mEil]

➥ female (99)

D 男性の A 男性（⇔ female〔女性の，女性〕）
‰ a male office worker「男性社員」

◆ male and female「男女」 ▪ 日本語と語順が同じ。
0272 □

indoor [IndÇ…®]

➥ indoors (333)

D 屋内の（⇔ outdoor〔戸外の〕）
‰ an indoor swimming pool「屋内プール」

0273 □

目標スコア 500

0271 □

gym [dZIm]

‰ How often do you go to the gym? - Three times a week.「ス
ポーツクラブにはどのくらいの頻度で通っていますか」「週に 3
回です」
◆ a company gym「会社のスポーツジム」
0274 □

earthquake [Y…®Tkw´ik]
A 地震

目標スコア 600

A ジム，体育館（gymnasium の短縮形）

out here.「当地では地震は絶対に起こらないと，私は確かな自
信を持って申し上げます」
◆ The tower is earthquake-resistant.「そのタワーは耐震性があり
ます」

kindness [kAin∂nys]

➥ kind (108), kindly (317)

A 親切

‰ Thank you for all your kindness.「ご親切に感謝いたします」
0276 □

future [fjU…tSy®]

A 未来，将来，先行き，先物契約
‰ Past performance doesn’t necessarily guarantee future

results.「過去の実績が必ずしも将来の結果を保証するものでは
ない」

◆ What does the future hold in store for this country?「この国の
未来に何が待ち構えているのか」 ▪ in store は「待ち構えて，
用意して，蓄えて」の意味の重要熟語。

◆ challenges of the future「将来の課題」
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0275 □

目標スコア 730

‰ Let me tell you with assurance that earthquakes never break

Group
001
039
1

◆ future performance「将来の業績，未来の実績」
◆ in the future「将来，今後」 ▪ future の前にいろいろな形容詞を
置くことができる。例：in the near future（近い将来に，いず
れ近いうちに）
，in the distant future（遠い未来に）
，in the
foreseeable future（近々）
◆ the futures market「先物市場」
0277 □

helpful [hElpfl]

➥ help (23)

D 役立つ，有用な
‰ A demonstration might be helpful to help trainees understand

the procedure.「実演して見せれば，研修生に手順を理解して
もらうのに役立つかもしれません」
◆ The information was especially helpful to me.「その情報は私に
とって特に有用でした」
0278 □

reach [rI…tS]

S 〜に達する，〜に着く，〜に連絡を取る A 手の届く範囲
‰ Both parties reached an agreement in the first negotiation.
「双方は最初の交渉で同意に達した」

◆ The engineers reached their goal when the rocket reached
the speed of sound in six seconds.「技術者はロケットが 6 秒
で音速に達した時点で，目標を達した」

◆ Although the plane reached Seoul on time, I couldn’t reach
my guide on his mobile phone.「飛行機は時間通りにソウルに
着いたが，私はガイドの携帯に連絡が取れなかった」

◆ Keep this spray can out of children’s reach.「このスプレー缶は
子どもの手の届かないところに置いてください」
0279 □

environment [envAi¥r¥nmynt]

➥ environmental (284)

A 環境

‰ create a good working environment「よい労働環境を作る」

◆ improve the marketing environment「マーケティング環境を改
善する（整備する）」
0280 □

adviser [ydvAizy®]

➥ advice (49), advise (95), advisory (A275)

A 顧問，相談役

‰ a financial adviser「財務顧問，財政顧問」

◆ a corporate adviser「会社の顧問」
94
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0281 □

excellent [Eks¥lynt]

➥ excel (A222)

D 素晴らしい，優秀な，卓越した
‰ They offered you an excellent opportunity, didn’t they?「彼ら
はあなたに素晴らしいチャンスを提供してくれたんでしょ？」

◆ Ms. Murray gave an excellent speech at the seminar.「マレー
さんはセミナーで素晴らしいスピーチをした」

目標スコア 500

［参考］adviser は advisor と綴ることも可能。

◆ They will make excellent researchers, but not very wonderful
doctors.「彼らは優れた研究者にはなっても，良い医者にはなら

優れた福利厚生を提供しています」

◆ It’s an excellent product of the firm.「それはその会社が作って
いる優れた製品です」
0282 □

develop [divElyp]

➥ development (252), developed (269), developing (288), developer (500)

S 〜を発展させる，〜を開発する，フィルムを現像する

目標スコア 600

ないだろう」

◆ We offer our employees excellent benefits.「弊社では従業員に

‰ Can you develop your idea a little further?「君の案をもう少し
発展させることはできますか」
グ戦略を立てる」

◆ develop commercial relations overseas「海外での商売上の関係
を進展させる」

◆ The automobile manufacturer developed a hybrid car for the
first time ever.「その自動車メーカーは史上初めてハイブリッド
車を開発した」

◆ Could you develop this film as soon as possible?「できるだけ早

目標スコア 730

◆ develop effective marketing strategies「効果的なマーケティン

くこのフィルムを現像してもらえますか」

advise [ydvAiz]

➥ advice (49), adviser (94), advisory (A275)

S 〜に（…を）助言する，〜に（…を）忠告する，〜に（…を）通知する
‰ I was advised to speak to the head of the personnel office.「私
は人事部長と話すようにと勧められました」

◆ Please be advised that our mailing address has been changed
as follows: ～「弊社の郵送先住所が以下～のように変更となり
ましたので，ご連絡します」
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0283 □

Group
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0284 □

human [hjU…myn]

D 人間の，人間に関する A 人間
åhuman と humane（人道的な，思いやりのある）を区別して覚えておこう。
‰ A meeting is scheduled at the human resources department.
「人事部で会合が予定されています」

◆ a human heart「人間の心臓」
◆ human cloning research「ヒト・クローン研究」
◆ We are only [just] human.「我々はただの人間である（よって，間
違いも犯すし，できないことも多い）」
0285 □

danger [dEin∂Zy®]

➥ dangerous (38), endangered (A386)

A 危険，危機

‰ The branch office was in danger of closing.「その支店は閉鎖の
危機にあった」
0286 □

impossible [impXsybl]

➥ possible (76)

D 不可能な，できない（⇔ possible〔可能な〕）
‰ Heavy taxes make it impossible for many people to buy a

house.「重税のために多くの人が家を購入できない」
◆ These small print words are almost impossible to read.「これ
らの細かい印刷文字は，ほとんど判読できない」
0287 □

excited [iksAitid]

➥ excite (43), exciting (47), excitement (475)

D 興奮した，ワクワクした
‰“Don’t get too excited,”the speaker said quite excitedly to

himself.「『あまり興奮しないでください』と，そう話す本人が
とても興奮しながら言った」
0288 □

catalog [kQt¥lÇ(…)g]
A カタログ，目録

‰ We are handing out leaflets for catalog sales.「私たちはカタロ
グ販売のチラシを配っています」

◆ in response to your request for the latest catalog「お客様の最
新目録のご要望にお応えして」 ▪ in response to ～は「～に応
えて」の意味の重要熟語。
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talent [tQlynt]

➥ talented (393)

A 才能，逸材

‰ She was born with a natural talent for language.「彼女は生まれ
つき言語の才能に恵まれていた」

◆ Our team needs young and creative talent.「我々のチームには
若くて創造的な人材が必要だ」
0290 □

paper [pEipy®]

➥ paperwork (465)

目標スコア 500

0289 □

A 紙，新聞，文書，研究論文，レポート
‰ We have a lot of used paper in the printing room.「印刷室には
れる場合は不可算名詞。

◆ Today’s paper says that ～「今日の新聞には～と書かれている」
▪ この例文の paper は，newspaper の意味を表す。
◆ letterhead paper「レターヘッド（社名や住所の印刷）のある用紙」
◆ a research paper「研究報告，研究論文」
0291 □

percent [py®sEnt]

➥ percentage (108)

目標スコア 600

たくさんの古紙があります」 ▪ paper が「紙」の意味で用いら

A パーセント

5 パーセントの昇給を受けた」
◆ There’s a 70 percent chance of rain tomorrow.「明日の降水確率
は 70 パーセントです」

research [rI…sy…®tS, ri…sY…®tS]

➥ researcher (193)

A 調査，研究 S（〜を）研究する
‰ Research has shown that small businesses don’t have enough

funds to carry out research.「調査によると，零細企業には研
究を行う十分な資金がないことが示された」
◆ Research and Development（＝ R&D）「研究開発」
◆ conduct a research project「研究プロジェクトを行う」
◆ This area has not yet been fully researched.「この分野は未だに
十分に研究されていません」
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0292 □

目標スコア 730

‰ We were given a 5 percent pay increase last year.「我々は昨年

Group
001
041
1
0293 □

turn [tY…®n]

S 〜を回す，〜を変える，〜になる A 順番
‰ Please turn it clockwise [counterclockwise].「それを時計回りに
［反時計回りに］回してください」

◆ They turned the money-losing section into a profitable one.「彼
らは不採算部門を採算の取れるものにした」 ▪ turn A into B
は「A を B に転換する」の意味の重要熟語。
◆ You and I have just turned 42 and 41 respectively, haven’t we?
「あなたと私はそれぞれ 42 歳と 41 歳になったばかりですね」
◆ As it turned out, I took the wrong turn at that point.「後になっ
てわかったことだが，私はあの地点（場所）を間違って曲がって

いた」 ▪ as it turned out は「後になってわかったことだが，
結局のところ」の意味の重要熟語。

◆ Ms. Rosendale flatly turned down the offer.「ローゼンデールさ
んはその申し出をきっぱりと断った」 ▪ turn down ～は「～
を断る」の意味の重要熟語。

◆ Turn off the AC before you leave.「出る前に，忘れずにエアコン
を消してください」 ▪ turn off ～は「～を消す」の意味の重要
熟語。（AC ＝ air conditioner）
◆ I’ve done this already; now it’s your turn.「私はもうやりました
ので，次はあなたの番です」

◆ They took turns operating the machine.「彼らは交替で機械を操
作した」 ▪ take turns doing は「交替で～する」（＝ take
turns to do）の意味を表す。
◆ In turn, if the company turned a profit, the money would go
to the investors.「同様に，もし会社が利益を出したら，お金は
投資家に入ります」 ▪ この例文の in turn は，
「同様に，今度は，
次に」の意味。turn a profit（利益を出す）＝ make a profit と
覚えておこう。
0294 □

pleasure [plEZy®]

➥ please (269), pleasant (342), pleased (396)

A 喜び，楽しみ

‰ It would be our pleasure to distribute free samples to you.「喜
んでお客様に試供品をお送りいたします」

◆ It is my great pleasure to introduce to you today’s speaker, Dr.
Patricia Dunkel.「皆様に本日の講演者であるパトリシア・ダン
ケル博士をご紹介できることは大変な喜びでございます」
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◆ I have the pleasure of welcoming you to our annual banquet.

vacation [veikEiS¥n]

➥ vacant (522), vacancy (547), vacationer (A149), vacate (A493)

S 休暇を取る A 休暇
‰ We vacationed at a mountain resort this summer.「私たちは今
夏，山のリゾートで休暇を過ごしました」

◆ go on vacation「休暇を取る」（＝ take a vacation）
◆ vacation packages「旅行プラン」
0296 □

miss [mIs]

➥ missing (365)

S 〜を見逃す，〜を欠席する，〜に乗り遅れる，（〜がいないのを）
寂しく思う
‰ I missed reading the previous issue of the magazine.「私はその
雑誌の前回号を読み損ねた」 ▪ miss は目的語に to 不定詞を取
らず，動名詞を取る動詞である。

◆ He missed today’s meeting.「彼は今日の会議を欠席した」
◆ You have to hurry up, or you’ll miss the last train!「急がないと，

目標スコア 600

0295 □

目標スコア 500

「みなさまには年次晩餐会にご臨席賜り，光栄に存じます」

最終列車に乗り遅れてしまうぞ」

◆ We’ll all miss you, Mr. Henry.「あなたがいなくなると私たちはみ
0297 □

female [fI…meil]

➥ male (93)

D 女性の A 女性
‰ Dr. Chiaki Mukai is not only the first female astronaut from

Japan, but also the first Japanese astronaut to fly twice.「チ
アキ・ムカイ医師は日本初の女性宇宙飛行士というだけでなく，
2 度も宇宙飛行をした日本初の宇宙飛行士でもある」
◆ a female office worker「女性社員」
◆ Does it matter whether the judge is male or female?「裁判官が

目標スコア 730

な寂しくなりますよ，ヘンリーさん」

0298 □

examination [igzŒmynEiS¥n]

➥ examine (344)

A 検査，試験，テスト（省略形は exam）
‰ A closer examination revealed that the medical exam was

inaccurate.「精密検査で明らかになったのは，その健康診断が
不正確だったということだった」
◆ Ever since Mr. Green had glaucoma about ten years ago, he has
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男性か女性かは問題でしょうか」

Group
001
042
1

had periodic eye examinations.「グリーン氏は約 10 年前に
緑内障を患って以来，定期的に眼科検診を受けている」
◆ He passed [failed] his entrance examination.「彼は入学試験に
合格した［落ちた］」
0299 □

graduation [grŒdZuEiS¥n]

➥ graduate (162)

A 卒業，卒業式

‰ Kari was touched by the speech made at her graduation

party.「卒業パーティーのスピーチを聞いて，カリは胸にジーン
ときた」

◆ You can rent a graduation cap and gown for a graduation
ceremony.「卒業式用の角帽とガウンは借りることができます」
◆ on graduation day「卒業式の日に」
［参考］アメリカの大学では，通例「卒業式」には，a graduation
(ceremony) よりも a commencement (ceremony) を用いる。
0300 □

favorite [fEiv¥ryt]

➥ favorable (483), favor (501), favorably (A46)

D お気に入りの，大好きな A 最も好きな物，本命
‰ This is my favorite site.「これが私のお気に入りの場所です」

▪ site には website（ウェブサイト）の意味もある。
◆ Who is your favorite singer?「あなたが一番好きな歌手は誰です
か」 ▪ favorite は「最も好きな，一番お気に入りの」という意
味なので，このような例文の場合には favorite の前に most を
入れる必要はない。

◆ The Grand Canyon is a favorite among tourists visiting
Arizona.「アリゾナ州を訪れる旅行者の間で，グランドキャニオ
ンは最も人気がある」

◆ Who is said to be the favorite for the K-1 World Grand Prix
this year?「今年の K-1 ワールドグランプリは，誰が本命（優勝
候補）だと言われていますか」
0301 □

whole [hOul]

D 全部の，全体の，丸〜 F 全く A 全体，全部
‰ This nuclear power plant alone generates enough electricity

for the whole state.「この原子力発電所だけで，州全体に供給
できる十分な電気を発電している」
◆ the whole top layer of the institution「その機関の上層部全体」
◆ The miners’ strike closed many mines for a whole month.「そ
100
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は，まったく新しい系列の化粧品を売り出したばかりです」

◆ I think it’s time to put in a whole new kitchen floor.「そろそろ
台所の床をまったく新しく貼り替える時期だと思います」

◆ This map covers the whole of France.「この地図はフランス全土
をカバーしています」

◆ We hardly had any rain for the whole of July.「7 月はずっとほと

目標スコア 500

の炭坑ストライキで，多くの鉱山が丸々 1 か月間閉鎖された」
◆ We have just introduced a whole new line of cosmetics.「当社

0302 □

privacy [prAivysi]

➥ privately (308), private (320)

A プライバシー

‰ This new law will enable individuals to have greater privacy.
「この新法により，個人はさらにプライバシーを確保できること
だろう」

◆ Protecting personal privacy is a matter of great importance to
all of us.「個人のプライバシーを守ることは，誰にとってもきわ

目標スコア 600

んど雨が降らなかった」
［参考］on the whole（概して）や as a whole（全体として）などの重
要熟語も覚えておこう。

truth [trU…T]

A 真実，事実
‰ Ruth didn’t tell the truth though she realized it.「ルースは本当
のことを知っていながら，真実を語らなかった」

◆ To tell the truth,「実を言うと，～」
0304 □

dinner [dIny®]

➥ dining (377), dine (A125)

A ディナー，夕食，晩餐会
ådinner と diner [dAiny®]（簡易食堂）を区別して覚えておこう。
‰ What do you feel like for dinner?「あなたは夕食に何が食べた
い？」 ▪ like のあとに，having や eating を付けることもある。
◆ May I see a dinner menu?「ディナーのメニューを見せてもらえま
すか」

◆ make a dinner reservation「夕食の予約をする」
◆ Were you also invited to the annual dinner?「あなたも年次ディ
ナーパーティーに招待されましたか」
［参考］dinner は「一日の主要な食事」を意味するので，時には昼食を
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0303 □

目標スコア 730

めて重要だ」

Group
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ディナーと呼ぶこともある。
0305 □

tired [tAiy®d]

D 疲れた《from》，うんざりした《of》
‰ He is not sick but a little tired from overwork.「彼は病気ではあ
りませんが，働き過ぎで少し疲れています」

◆ I’m sick and tired of hearing about that.「それについてはもう耳
にタコができるくらい聞かされてうんざりだよ」 ▪ sick and
tired of ～は「～にはうんざりで，～に飽き飽きして」の意味の
重要熟語。
0306 □

importance [impC…®t¥ns]

➥ important (35)

A 重要性，重大さ

‰ The manager stressed the importance of cooperation.「支配人
は協調の重要性を強調した」

◆ This video program is designed to impress on drivers the
importance of buckling up.「このビデオプログラムは，シー
トベルト着用の大切さをドライバーに理解してもらうために用意
されている」
0307 □

taste [tEist]

A 味，味覚，好み，センス S 〜を味わう
‰ This beer is slightly bitter in taste but very refreshing.「この
ビールは少し苦い味がしますが，とてもスカッと爽やかな感じが
します」

◆ Dishes at the restaurant are prepared to suit individual tastes.
「そのレストランの料理は個人の味覚に合わせて用意されている」

◆ We respond to buyers’ different tastes.「弊社は購入者のさまざ
まな好みに応じます」

◆ The hotel tries to attend to guests’ distinct desires and tastes.

「当ホテルはお客様それぞれのお望みや好みに応じられるよう努
力いたしております」

◆ She has exquisite taste in clothing.「彼女は素晴らしい服装セン
スを持っている」

◆ He has tasted success big time.「彼は大いに成功を味わった」
▪ この例文の big time は副詞句として用いられており，
「大いに，
非常に」の意味を表す。
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かかえる」の意味。

◆ Christopher is holding onto the director’s position.「クリスト
ファーは局長の職にしがみついている」 ▪ hold onto ～は「～
にしがみつく，～を手放さない」（＝ hold on to ～）の意味の重
要熟語。

◆ I hope this weather will hold until the weekend.「この天気が週
末まで続けば（もてば）いいのだが」

◆ The annual stockholders meeting will be held at the end of
November.「今年度株主総会は 11 月末に行われます」
◆ How many spectators can this stadium hold?「このスタジアム
の観客収容数はどのくらいですか」

◆ Hold on a moment, please.「（電話を切らずに）少々お待ちくださ
い」（＝ Please hold the line.）
◆ How can I get (a) hold of you tomorrow?「明日，あなたにどう
やって連絡を取ればいいですか」 ▪ get (a) hold of ～は「～
に連絡を取る，～を入手する，理解する」の意味の重要熟語。ア

メリカ英語では，冠詞の a を付けることが多い。
◆ Plans for the event are on hold for the time being.「そのイベン
トの計画は当分保留です」 ▪ on hold は「保留で，延期されて，
電話を切らずに」の意味の重要熟語。for the time being は「当
分，差し当たり」の意味。
［参考］hold を用いた決まり文句として，Hold on!（待った！），Hold
it!（止まれ！），Hold it down!（静かにして！）などを覚えておこう。
0309 □

jogging [dZXgiN]

➥ jog (265)

A ジョギング

‰ Mr. Lucas often goes jogging during his lunch break.「ルーカ
ス氏は昼休みによくジョギングに行く」
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åhold の活用（hold-held-held）をしっかりと覚えておこう。
‰ The woman was holding her baby in her arms.「その女性は赤
ちゃんを抱いていた」 ▪ hold ～ in one’s arms で「～を抱き

目標スコア 730

S（〜を）つかむ，（〜を）手に持つ，持続する，〜を開く，〜を入れ
る，電話を切らずに待つ A つかむこと，保留

目標スコア 500

hold [hOuld]
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0308 □
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0310 □

move [mU…v]

➥ movement (297)

S 〜を動かす，動く，引っ越しする A 動き
‰ Their plans to move the office were moved from January to

March.「彼らのオフィス移転の計画は 1 月から 3 月に移された」
◆ Many people are moving to urban centers from rural areas.「多
くの人が農村部から都市部へ移動している」

◆ There is a move to abolish the system.「そのシステムを廃止しよ
うとする動きがある」
［参考］「引越専門業者」は professional movers という。
0311 □

thought [TC…t]

➥ thoughtful (A111)

A 考え，意見，熟考，気持ち，思いつき
‰ What are your thoughts on his new idea?「彼の新しい考えをど
う思いますか」

◆ We’d like to hear your thoughts on our new idea.「私どもの新
しいアイデアについて皆様方のご意見をお聞かせください」

◆ I have given some serious and careful thought to this.「これに
ついて私は真剣かつ慎重に考えました」

◆ Our thoughts are with you.「私たちの気持ちはあなたと共にあり
ます（→ご愁傷のこととお察しいたします）」 ▪ 悔やみ状に書
く典型的なメッセージである。

◆ My first thought was to buy a luxurious car, but it quickly
passed away.「私の最初の思いつきは贅沢な車を買うことだっ
たが，それはさっと消えてしまった」

◆ On second thought, will you call me tonight?「やっぱり，今夜
電話してもらえるかい？」 ▪ on second thought(s) は「考え
直した結果，やっぱり，思い直して」の意味の重要熟語。イギリ

ス英語では thoughts と言うのが普通。
◆ We never had second thoughts about the decision to close the
factory.「工場閉鎖の決定について我々には何の迷いもなかっ
た」 ▪ この例文の second thoughts は，
「疑念，再考」の意味。
◆ He took out a loan without a second thought.「彼はよく考えな
いでローンを組んだ」 ▪ without a second thought は「深く
考えずに，一も二もなく」の意味。
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loss [lC(…)s]

➥ lose (123)

A 損失，損害
‰ Tester Inc. has suffered a series of financial losses.「テスター
社は相次ぐ財務損失を被ってきた」

0313 □

towel [tAu¥l]

A タオル S 〜をタオルで拭く
‰ You can get extra towels on request.「お願いすれば，余分のタ

目標スコア 500

0312 □

オルをもらえますよ」 ▪ on [upon] request は「要求すれば，

ングリングにタオルを投げ入れると負けを認めることを意味して
いたが，転じて「敗北を認める，降参する」を意味する熟語となっ
た。

◆ Wipe your hands on the towel.「タオルで手を拭きなさい」
◆ He toweled himself dry.「彼はタオルで体を乾かした」
［参考］towel は日本語のタオルではなく，[tAu¥l] と発音される。
0314 □

usually [jU…Zuyli]

目標スコア 600

申し込みにより」の意味の重要熟語。

◆ Have they thrown in the towel from the start?「彼らは最初から
勝負を諦めていたのか」 ▪ throw in the towel は，元はボクシ

➥ usual (50)

‰ Commuting to work usually takes about 35 minutes.「職場へ
の通勤は普通，約 35 分かかります」
◆ The second-quarter earnings are usually high.「第 2 四半期の収
益はたいてい高いものです」
0315 □

miracle [mIrykl]

➥ miraculous (A169)

A 奇跡

目標スコア 730

F 普通，たいてい

‰ Ending in the black was nothing short of a miracle.「黒字決算

語。
0316 □

tell [tEl]

➥ teller (A266)

S 〜に（…を）話す，〜がわかる，〜を見分ける，〜を教える
‰ Don’t tell me (that) ～「まさか～ではないでしょうね」

◆ I’ll tell you what.「（相手に提案をしたい場合）じゃあ，こうしま
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になったことは，まさに奇跡に他ならなかった」 ▪ nothing
short of ～は「～に他ならない，まさしく～で」の意味の重要熟

Group
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しょう，いい考えがあります」 ▪ 日常常会話の決まり文句。

will を省いて，I tell you what. とも言う。
◆ Tell me about it.「言われなくてもわかっているよ，ごもっとも」
◆ Can you tell the difference?「その違いがわかりますか」
◆ Can you tell the twins apart? - No, I cannot tell one from
the other.「その双子を見分けられますか」
「いいえ，どっちがどっ
ちか区別がつきません」 ▪ tell ～ apart は「～を区別する」の
意味の重要熟語。

◆ Please tell me how to give instructions to the trainees.「研修生
（見習い）にどう指示を出すべきか教えてください」
0317 □

headache [hEd´ik]
A 頭痛，頭痛の種

‰ I had a terrible headache last night.「昨夜私はひどい頭痛がしま
した」

◆ a splitting headache「頭が割れるような頭痛」
◆ a throbbing headache「ズキズキする頭痛」
◆ It’s getting to be a real headache for all of us.「それは我々全員
にとって本当に頭痛の種となってきている」 ▪ この例文の a
headache は，a pain in the neck（悩みの種）と同じ意味。
0318 □

fall [fC…l]

➥ fallen (294), falling (394)

S 落ちる，崩壊する A 下落，減少，秋
‰ There’s no point in buying gold now as it’s falling in value.「価

値が落ちてきている今，金を買っても仕方がない」 ▪ There ’ s
no point in ～は「～しても仕方がない，～しても意味がない」

の意味の重要構文。

◆ Corporate profits have fallen for the third straight year.「企業
利益は 3 年連続で下がった」
◆ Freckles on your face will fall out with time.「あなたの顔のそば
かすは時間と共になくなるでしょう」 ▪ fall out は「落ちる，
抜ける」の意味の重要熟語。

◆ Share prices have fallen off over the last few months.「株価は
この数か月間で落ち込んだ」 ▪ fall off は「落ち込む，低下する，
減少する」の意味の重要熟語。

◆ a sharp fall in the stock market「株式市場の急落」
◆ fall fashions「秋の流行，秋のファッション」
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break [brEik]

S 壊れる，〜を破る A 休み，休憩
‰ The copy machine broke down again.「コピー機がまた壊れた」

▪ break down は「故障する」の意味の重要熟語。
◆ They broke a contract [agreement] with us.「彼らは我々との契
約を破った」

◆ We’ve barely broken even for the three consecutive months.
「ここ 3 か月間，我々の収支はかろうじてトントンになっている」
▪ break even は「収支が合う」の意味の重要熟語。
◆ Aren’t you going to take a break?「あなたは休みを取らない

目標スコア 500

0319 □

fashion [fQS¥n]

➥ fashionable (136)

A 装い，ファッション，流行，やり方（＝ way），様式
‰ How do you like my new fashion?「私の新しい装いはどう？」

◆ the fashion industry「ファッション業界」
◆ fashion designers「ファッションデザイナー」
◆ summer fashions「夏のファッション」
◆ They handled the situation in an orderly and democratic
fashion.「彼らはその状況を整然かつ民主的な方法で処理した」
◆ All the data will be processed in a timely fashion.「すべての
データはただちに処理されます」 ▪ <in a 形容詞 fashion>（～
の方法で，～のやり方で）は，<in a 形容詞 way> や <in a 形容
詞 manner> と同じ意味を表す。
0321 □

relax [rilQks]

➥ relaxation (308)

S くつろぐ

目標スコア 730

0320 □

目標スコア 600

の？」

‰ There wasn’t enough room to relax in the aircraft.「飛行機の中
にはゆったりくつろげる十分なスペースがなかった」

passport [pQspÇ…®t]
A 旅券，パスポート

‰ Your passport holds good until 2015.「あなたのパスポートは

2015 年まで有効です」 ▪ hold good は「有効である，続く」

の意味の重要熟語。

TOEIC L&Rテスト究極単語BASIC2200 ためし読み → Webページへ

107

基礎熟語

0322 □

Group
001
046
1

Rank 1 ======================



0323 □

Rank 4

percentage [py®sEntidZ]

➥ percent (97)

A 比率，割合

‰ What’s the percentage of female workers in your workplace?
「あなたの職場では，女性従業員の割合はどのくらいですか」
0324 □

kind [kAind]

➥ kindness (93), kindly (317)

D 親切な A 種類
‰ It’s very kind of you.「ご親切にどうも」

◆ We should eliminate any kind of discrimination in the
workplace.「我々は職場におけるいかなる種類の差別も撤廃す
べきだ」
0325 □

protect [prytEkt]

➥ protective (410), protection (455)

S 〜を保護する，〜を守る
‰ This law is designed to protect consumers from fraud.「その法
律は，詐欺行為から消費者を保護するために策定されています」

◆ Use sunscreen to protect your face.「顔を守るために，日焼け止
めを使いなさい」

◆ protect human rights「人権を守る」
0326 □

presentation [prˆ…z¥ntEiS¥n]

A 説明，プレゼンテーション，贈呈，授与
‰ Mr. Hall was very tense while he was making his sales

presentation.「販売プレゼンテーションを行っている間，ホー
ル氏はひどく緊張していた」
◆ a slide presentation「スライドを使ったプレゼンテーション」
◆ an awards presentation「賞の贈呈」
0327 □

science [sAiyns]

➥ scientific (109)

A 科学

‰ Reputedly, the applicant had good training in science.「評判に
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