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吟吾

本書は 2006 年語研より刊行された『TOEIC® TEST 究極単語 Advanced 2700』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 4 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，
を優先させて，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

TOEIC L&Rテスト究極単語ADVANCED2700 ためし読み → Webページへ

9

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。

12
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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。
「 」内の日
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，
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
＊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 〜 295）
で示しています。

2. 例文別の音声データのご利用
＊ 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 ADVANCED 2700_
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 〜 2722）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。

【参考】
★ 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。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730
語

611
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Group
001
1

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



0001 □

Rank 1

banking [bQNkiN]

➥ bank (B31), banker (B278)

A 銀行業務

‰ Telephone banking is available 24 hours a day all year round.
「電話銀行（サービス）は一日 24 時間年中無休で利用可能です」
0002 □

newsletter [n∆U…zl´ty®]

➥ newsstand (124), news (B34)

A 会報，社報

‰ In our company, a monthly newsletter is distributed.「我が社
では，毎月社内報が配布されます」
0003 □

willing [wIliN]

➥ will (B228)

D 進んで（〜する），（〜しても）かまわない
‰ Consumers are willing to spend more money on name-brand

products.「消費者は有名ブランド商品にお金を上乗せして使う
ことをいやがらない（→進んで多くのお金を使う）」

◆ Mr. Williamson didn’t seem very willing.「ウィリアムソン氏はあ
まり気乗りしない様子だった」
0004 □

funeral [fjU…n¥rl]

A 葬式，葬儀，（やりたくないが）やるべきこと
‰ They will arrange for accommodations for the guests at the

funeral.「彼らが葬儀列席者のために宿泊施設を手配してくれ
ます」

◆ a funeral home「葬儀場」
◆ funeral directors「葬儀屋」
0005 □

citizenship [sItiznSˆp]

➥ citizen (B211)

A 市民権

‰ Mr. Yamashita holds a green card but hasn’t acquired U.S.

citizenship.「ヤマシタ氏はグリーンカード（永住ビザ）は持っ
ているが，アメリカの市民権は取得していない」

20

TOEIC L&Rテスト究極単語ADVANCED2700 ためし読み → Webページへ

Rank 1
handy [hQndi]

D 便利な，役に立つ，手元にある
‰ Keep the fire extinguisher handy.「消火器は手の届くところに置
いておきなさい」

◆ When we send out invitations on [at] short notice, e-mail comes
in handy.「直前になって招待状を配布するとき，電子メールは
便利です」
0007 □

surgery [sY…®dZ¥ri]

目標スコア 730

0006 □

➥ surgeon (234)

A 外科手術，外科

surgery.「彼は胃の手術のため，取締役会を 2 回欠席しなけれ
ばなりません」

◆ The heart surgeon needed heart surgery.「その心臓外科医は，
心臓手術を必要としていた」

◆ Cosmetic surgery is a booming business.「美容整形外科は急成
長しているビジネスです」
0008 □

correction [kyrEkS¥n]

目標スコア 800

‰ He has to skip two board meetings due to his stomach

➥ correct (B175), correctly (B290)

‰ Collect their first drafts and make corrections.「彼らの初稿を
集めて，訂正をしなさい」
0009 □

wire [wAiy®]

➥ wireless (B541)

S 〜を電信為替で送金する，〜に配線する A 針金，線，電信
‰ Please wire the money immediately.「すぐにそのお金を電信為
替で振り込んでください」

目標スコア 860

A 訂正，修正

◆ Is your house wired for cable TV?「あなたの家にはケーブルテレ

いください」
0010 □

shuttle [S?tl]

A シャトル便（バス，鉄道，飛行機）
‰ The shuttle runs back and forth between the mall and this
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21

目標スコア 900+

ビの配線がされていますか」

◆ barbed wire「有刺鉄線」
◆ connect the ground wires「アース線をつなぐ」
◆ Please remit your payment by wire transfer.「電子送金でお支払

Group
002
1

hotel every 20 minutes.「シャトル便はそのショッピングモー
ルとこのホテルの間を 20 分おきに行き来しています（→往復し
ています）」
◆ The shuttle bus gets you to the airport by 10:00.「シャトルバ
スなら 10 時までに空港に着けます」
0011 □

organic [c…®gQnik]
D 有機の，有機体の

‰ organic vegetables「有機野菜」

◆ organic food「有機栽培食品」
0012 □

address [ydrEs]

➥ addressee (207)

S 〜を処理する，〜に取り組む，〜に対して演説する A 住所，演説
‰ address the problem of absenteeism「長期欠勤の問題を扱う」

◆ address the concerns of the shareholders「株主の懸念に取り組
む」

◆ address customers’ concerns and questions「顧客の懸念や質問
に対処する」

◆ address an audience at the conference「大会の聴衆に向けて演
説をする」

◆ address a speech「演説をする」
◆ Take me to this address, please.「この住所に連れて行ってくだ
さい」 ▪ これはタクシー運転手への依頼である。
◆ an address book「アドレス帳」
◆ make [give/deliver] an opening address「開会の辞を述べる」
▪ 反対に，「閉会の辞」は a closing address という。
◆ give a keynote address「基調演説を行う」
0013 □

internal [intY…®nl]

➥ external (221)

D 内部の（⇔ external〔外部の〕）
‰ internal inspection「内部検査，内部監査」

◆ internal medicine「内科（学）」
0014 □

regard [rigX…®d]

➥ regardless (31), regarding (B417)

A 点（＝ respect） S 〜を（…と）見なす
‰ In that regard, his business is regarded as a success.「その点

においては，彼の事業は成功と見なされます」 ▪ in this [that]

regard（ こ の 点［ そ の 点 ］ に お い て は ） ＝ in this [that]
22
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respect と覚えておこう。
◆ with regard to these changes「これらの変更については」
▪ with regard to ～は「～に関して（は），～について（は）」の
意味の重要熟語。
0015 □

file [fAil]

S 〜を正式に提出する，（訴えなど）を起こす A ファイル
‰ If your luggage is still missing, you should file a claim form.

「あなたの手荷物がいまだに紛失中なのであれば，賠償請求書を

目標スコア 730

Rank 1

安全なファイルに保管されている」

◆ A number of files were stolen.「多くのファイルが盗まれた」
◆ Please keep these documents on file for future reference.「こ
れらの文書は今後の参考のためにファイルしておいてください」

目標スコア 800

提出すべきです」

◆ file a statement of assets「資産目録を提出する」
◆ They filed a $300-million lawsuit against the company.「彼らは
その会社を相手取り 3 億ドルの訴訟を起こした」
◆ The classified information is stored in secure files.「機密情報は

イルに保管いたします」
［参考］filing（ファイリング，出願）も覚えておこう。◆ a filing
cabinet「書類整理棚」◆ a filing date「出願日」
0016 □

toast [tOust]

A トースト，乾杯 S 〜をこんがりと焼く，（〜に）乾杯する
‰ Get two pieces of toast from the toaster, will you?「トースター
からトーストを 2 枚を取ってくれる？」
◆ I would like to propose a toast to our honorable guests.「来賓

目標スコア 860

◆ Your details will be kept on our files.「お客様の情報は当社のファ

の皆様のために乾杯をしたいと思います」
は新人のためにシャンパンで乾杯した」
0017 □

outline [AutlÅin]

A 概要 S 〜の概要を述べる
‰ Mr. Sillavan presented a brief outline of his business strategy.
「スィラヴァン氏は自らの事業戦略の概要を紹介した」

◆ This report outlines the findings of our research.「この報告書
は我々の研究結果の概要を説明しています」
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目標スコア 900+

◆ We toasted the new recruit with a glass of champagne.「我々

Group
003
1
0018 □

replace [riplEis]

➥ replacement (29)

S 〜を交換する，〜に取って代わる
‰ Any defective item will be replaced.「いかなる不良品も交換さ
れます」

◆ The trustees chose Ms. Barrow to replace Mr. Bergman after
he retired.「評議員は，バーグマン氏引退の後任にバローさん
を選出した」
0019 □

borrowing [bC(…)rouiN]

➥ borrow (B165)

A 借用，借入金

‰ The project was financed from borrowings, leaving the

company with huge debt.「そのプロジェクトは借金で資金繰
りされ，会社に大きな借金を残しました」
0020 □

acquire [ykwAiy®]

➥ acquisition (414)

S 〜を取得する，（会社など）を買収する
‰ Acquiring the majority of shares, he held the control of the

company.「過半数の株を取得することで，彼は会社の支配権を
握った」

［参考］名詞の acquirement，acquisition（取得，獲得）も覚えておこう。
0021 □

agent [EidZ¥nt]

➥ agency (B338)

A 代行業者，代理人，薬剤，作用物質
‰ Have you met this real estate agent [travel agent/advertising

agent/shipping agent]?「この不動産業者［旅行業者／広告業
者／運送業者］に会ったことはありますか」
◆ chemical agents「薬品，化学物質」
◆ cleaning agents「洗浄剤」
0022 □

welfare [wElf´y®]

A 福祉，幸福，生活保護
‰ a welfare state「福祉国家」

◆ social welfare「社会福祉」
◆ The president has always put the welfare of the employees
first.「社長は，常に従業員の幸福を第一に考えてきた」
◆ Poor families in the neighborhood were on welfare.「近隣の貧
しい家庭は生活保護に頼っていた」
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leg [lEg]

A 行程，足
‰ Where is the first leg of your business tour in Europe?「あなた
のヨーロッパ出張の最初の行程（訪問地）はどこですか」

◆ Mike broke his leg while skiing.「マイクはスキーをしているとき
に足を折った」

◆ Break a leg!「頑張れ」 ▪ 「舞台で足を折るくらい張り切って！」
というのが由来。今では試験や試合に臨む人に対しても使う決ま

目標スコア 730

0023 □

り文句である。

enterprise [Enty®prÅiz]
A 企業，事業，企画

‰ a state-owned enterprise「国有企業」

◆ a free enterprise policy「自由企業体制政策（政府の干渉が最小
限で，自由に事業を起こして競争できる政策）」

◆ launch a new enterprise「新しい事業を始める」
0025 □

logical [lXdZikl]

➥ logically (B513), logic (B565)

目標スコア 800

0024 □

D 論理的な，理にかなった（⇔ illogical〔非論理的な〕），必然の
んの見方は非常に客観的かつ論理的だった」

◆ That’s the next logical step for us to take.「それは我々が取るべ
き次の必然的な手順（段階，一歩）だろう」
0026 □

artificial [˛…®tifISl]
D 人工の，合成の

‰ This food is free of [from] artificial flavors and colors.「この食

目標スコア 860

‰ Ms. Lee’s perspective was very objective and logical.「リーさ

品は合成香料・人工着色料は無添加です」

◆ Our bread contains nothing artificial.「当社のパンは人工成分を
0027 □

optional [XpSynl]

➥ option (B348)

D 選択の，任意の

‰ an optional tour「オプショナルツアー」

◆ an optional product「オプション製品」
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一切含んでおりません」

Group
004
1
0028 □

escort [iskC…®t]
S 〜を案内する，〜に付き添う A[Eskc…®t] 付き添い，エスコート役，
案内人

‰ Mr. Morris escorted his elderly parents to the nearby city.「モ
リス氏は年老いた両親に付き添って近くの市まで行った」

◆ a special escort「特別エスコート，特別案内人」
0029 □

witness [wItnys]

S 〜を目にする，〜を目撃する A 目撃者，証人
‰ The past decade has witnessed a tremendous economic

growth in China.「過去 10 年間に中国では驚異的な経済成長が
見られた」 ▪ この例文の witnessed は，seen に換言可能。
◆ They witnessed dramatic changes of workplace morale.「彼ら
は職場の士気が劇的に変わったのを目の当たりにした」

◆ Fortunately, there was a witness who had written down the
license-plate number of the hit-and-run car.「幸いなことに，
ひき逃げ自動車のナンバープレートの番号を書き留めていた目撃
者がいた」

◆ The witness testified with confidence in court.「証人は法廷で
堂々と証言した」
0030 □

conduct [kynd?kt]

➥ conductor (B546)

S 〜を行う，〜を導く，〜を案内する A[kXnd/kt] 行い，やり方
‰ Before carrying out the campaign, we conducted a study and

survey.「キャンペーンを実施する前に，我々は調査とアンケー
トを行った」

◆ conduct an interview with ～「～の面接をする，～をインタビュー
する」

◆ conduct an audit of ～「～の監査を実施する」
◆ conduct an inspection of ～「～を点検する，視察する」
◆ conduct a workshop on ～「～に関する講習会を行う」
◆ conduct research on ～「～に関する調査（研究）を行う」
◆ conduct a tour of ～「～のツアーを率いる，～をガイドする」
◆ a code of conduct「行動規範」
◆ business conduct「事業活動，業務」
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recognition [r´kygnIS¥n]

➥ recognizable (40), recognize (B326)

A 認識，評価

‰ In recognition of her 20 years of service at the company, Ms.

Sterling was presented with a diamond ring.「会社で 20 年間
勤務したことへの功労として，スターリングさんにダイヤの指輪
が贈呈された」 ▪ in recognition of ～は「～が認められて，～
の功労により」の意味の重要熟語。

◆ Ms. Jobs didn’t receive full recognition for her job well done.

目標スコア 730

0031 □

「ジョブズさんは，立派に成し遂げた仕事に対して十分な評価を
受けなかった」
のセミナーは参加者の間で高い評価を得た」

0032 □

tone [tOun]

A 電子音，音，雰囲気，調子 S 〜の調子を変える
‰ Please leave a message after the tone [beep].「発信音の後にメッ
セージをお残しください」

◆ I called him several times but kept getting the busy tone.「彼に

目標スコア 800

◆ The seminar received a high recognition among attendees.「そ

0033 □

monotone [mXnytØun]

目標スコア 860

何度も電話したが，いつも話し中の音がした」

◆ The time at the tone is 5 o’clock.「時報は 5 時をお知らせします」
◆ The CEO was in a very bad mood, which set the tone for the
whole meeting.「CEO の機嫌はとても悪くて，それが会議全体
の 雰 囲 気 を 最 初 か ら 決 め て し ま っ た 」 ▪ CEO は chief
executive officer（最高経営責任者）の略。
◆ The union has toned down the wording of the demand for the
pay raise.「組合は賃上げ要求の言い回しを和らげた」 ▪ tone
down ～は「～の調子を和らげる」の意味の重要熟語。
➥ monotonous (187)

‰ Mr. Torres answered my question in (a) monotone.「トレス氏
は一本調子で私の質問に答えた」
0034 □

tease [tI…z]

S 〜をからかう，〜をいじめる
‰ I’m tone-deaf, you know. So, my husband always teases me

about my singing.「ほら，私って音痴でしょ。だから，夫はい
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A 単調，一本調子

Group
005
1

つも私の歌をからかうのよ」 ▪ 形容詞の tone-deaf は「音痴の」
という意味。
0035 □

facility [fysIlyti]

➥ facilitate (366)

A《通例 ~ies》設備，施設
‰ manufacturing facilities「生産設備，製造工場」

◆ recreational facilities「娯楽施設」
◆ sporting facilities「スポーツ施設」
◆ broadcast facilities「放送設備」
◆ an overseas production facility「海外生産施設，海外製造設備」
◆ a treatment facility「処理施設」
◆ a facility manager「施設マネジャー，運営管理者」
◆ the Facilities Office「施設部」
0036 □

therapy [TErypi]

A 療法（＝ treatment）
‰ He got a whiplash injury from a car accident and started to

undergo rehabilitation therapy shortly thereafter.「彼は自
動車事故でむち打ち症になり，その後すぐにリハビリ治療を始め
ました」
0037 □

recital [risAitl]
A リサイタル

‰ The last recital made a huge profit for the pianist.「前回のリサ
イタルはピアニストに莫大な利益をもたらした」
0038 □

fixed [fIkst]

➥ fixture (410), fix (B268)

D 固定した，決められた
‰ fixed costs「固定費」

◆ Is there a fixed limit for the royalty?「著作権使用料に定められた
限度はありますか」

◆ a fixed salary「固定給」
◆ a fixed monthly fee「月額固定料金」
◆ a 30-day-fixed airline tickets「使用期間が 30 日間限定の航空券」
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slightly [slAitli]

➥ slight (B492)

F わずかに，かすかに
‰ After rising significantly yesterday, the Euro closed slightly

lower today.「ユーロは昨日大きく上昇した後，今日は少し弱含
みになった」
0040 □

replacement [riplEismynt]

➥ replace (24)

A 代替（品），代わり，後任者

目標スコア 730

0039 □

‰ replacement parts for machinery「機械の代替部品」

ガさんが産休を取っている間の代わりを見つける」
0041 □

currency [kY…r¥nsi]

➥ current (B177), currently (B478)

A 通貨，貨幣

‰ To stabilize exchange rates, the Bank of Japan intervened in

the currency market.「為替レートを安定させるために，日本
銀行は為替市場に介入した」
◆ reduce the impact of currency fluctuations on ～「～に対する
通貨変動の影響を和らげる」
0042 □

roadway [rOudw´i]
A 道路，車道

‰ The new roadway will pass by the golf course.「新しい道路は
そのゴルフ場の側を通過するでしょう」
0043 □

modernize [mXdy®nÅiz]

目標スコア 860

の再発行料金がかかります」

◆ find a replacement during Mrs. Ariga’s maternity leave「アリ

目標スコア 800

◆ There is a $20 replacement fee for a lost or stolen
membership card.「紛失・盗難された会員カードには 20 ドル

➥ modern (B115)

‰ We need to modernize our communications system.「我々は通
信システムを近代化する必要がある」
0044 □

dealer [dI…ly®]

➥ dealership (286), deal (B315)

A 販売店，販売業者，ディーラー
‰ a local car dealer「地元の自動車販売代理店（販売業者）」
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S 〜を近代化する

Group
006
1
0045 □

resort [rizC…®t]

A 行楽地 S 訴える，頼る
‰ The summit meeting will be held at a resort on the Red Sea.
「首脳会談は，紅海のリゾート地で開かれるだろう」

◆ resort guests in the resort area「リゾート地の行楽客」
◆ Why did he resort to using incomplete data such as this?「なぜ
彼はこのような不完全なデータの使用に頼ったのですか」

▪ resort to ～は「～に頼る，訴える」の意味の重要熟語。
0046 □

committee [kymIti]

➥ commission (134), commit (201), commitment (281)

A 委員会

‰ Mr. Ross is totally committed to the committee work.「ロス氏
は委員会の仕事にすべてをかけています」

◆ Are you one of the committee members?「あなたは委員会のメ
ンバーの一人ですか」

◆ set up an anniversary committee for the celebration of ～「～
の年次記念祝典実行委員会を設置する」

◆ an advisory committee「諮問委員会」
◆ a steering committee「運営委員会」
◆ a research committee「調査委員会」
◆ a hiring committee「雇用委員会」
［参考］「小委員会」のことは，a subcommittee という。
0047 □

cautious [kC…Sys]

➥ cautiously (237), caution (B393)

D 注意深い，慎重な（＝ careful）
‰ Mr. Shinjo was cautious to avoid possible trouble.「シンジョウ
氏は起こり得る問題を避けようと慎重だった」

◆ Sandra showed a cautious optimism.「サンドラは慎重ながらも
楽観的な見方を示した」
0048 □

routine [ru…tI…n]

➥ route (B460)

A 日課，日常業務，お決まりの手順 D 決まりきった，いつもの
‰ What is your daily routine at the office?「会社におけるあなたの
日課（毎日の決まった業務）は何ですか」

◆ As a matter of routine, the director will sign the minutes of
the meeting.「いつもの手順（慣例）として，局長が議事録に
署名します」
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入札の前に価格を決めることが日常茶飯事になっている」

◆ I’m fed up with daily office routine work.「私は毎日のマンネリ
化した事務仕事にうんざりしている」 ▪ be fed up with ～は
「～にうんざりしている，飽き飽きしている」（＝ be tired of ～ ,
be sick and tired of ～）の意味の重要熟語。
0049 □

uncertain [/nsY…®tn]

➥ certain (B312)

目標スコア 730

◆ Among construction companies, deciding the price before
bidding has become a routine matter.「建築会社の間では，

D 不確実な，あやふやな
「穀物取引は，この不確実な時代においても拡大しているビジネ
スである」

0050 □

regardless [rigX…®dlys]

➥ regard (22), regarding (B417)

F それにもかかわらず，それでもなお
‰ With all kinds of criticism from educators, the producer

continued to air the program regardless.「教育者からあり
とあらゆる非難を浴びつつも，その番組制作者はなおその番組を

目標スコア 800

‰ Grain trading is a booming business in these uncertain times.

わらず」の意味の重要熟語。
0051 □

instance [Inst¥ns]
A 場合，事例

‰ in many instances「多くの場合」

目標スコア 860

放送し続けた」

◆ We always provide the highest quality service regardless of
cost.「私どもは経費に関係なく，常に最高の質のサービスを提
供します」 ▪ regardless of ～は「～に関係なく，～にもかか

0052 □

insider [insAidy®]

A 内部関係者，部内（者）（⇔ outsider〔部外者〕）
‰ a little insider information「ちょっとした内部情報」

◆ insider trading「インサイダー取引」
0053 □

enclose [enklOuz]

➥ enclosed (164), enclosure (305)

S 〜を同封する

‰ Enclosed is a copy of my résumé.「同封しましたのは履歴書 1
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◆ for instance「例えば」（＝ for example）

Group
007
1

部です」

◆ Enclosed are two copies of books.「同封しましたのは書籍 2 冊
です」 ▪ 以上 2 つの英文はいずれも倒置文なので，be 動詞は
後ろの名詞の数に一致させることに注意しよう。

◆ Enclosed please find a check for $180.「額面 180 ドルの小切手
を同封いたしました」（＝ Enclosed you will find a check for
$180.）
0054 □

agreeable [ygrI(…)ybl]

➥ agreeably (193), agree (B86), agreement (B193)

D 好ましい，賛成である（⇔ disagreeable〔嫌な，不愉快な〕）
‰ The solution was mutually agreeable to both of us.「その解決
策は我々双方にとって納得のいくものだった」

◆ How many of you are agreeable to this plan?「皆さんのうち，
この計画に賛同する人はどのくらいおられますか」
0055 □

brochure [brouSUy®]

A パンフレット，小冊子
‰ Sir, have you seen our new brochure available for general

customers?「お客様，もう私どもの新しい一般顧客向け小冊子
をご覧になりましたか」
◆ an advertising brochure「宣伝用パンフレット」
◆ a company brochure「会社概要」
0056 □

authority [yTC…ryti]

➥ authorized (264), authorize (312), authorization (399)

A 権限，公共機関，当局
‰ Accept the advice from superiors and delegate authority to

junior partners.「上司からの助言を聞き入れ，権限は部下へ委
譲しなさい」

◆ the local authorities「地元の当局，地方自治体」
0057 □

arrest [yrEst]

S 〜を引き止める，〜を逮捕する A 拘束，逮捕
‰ The court’s order arrested the hostile takeover process.「裁判
所の命令が敵対的買収の進行を引き止めた」

◆ The teller was arrested on a charge of embezzlement.「その銀
行窓口係は横領罪で逮捕された」

◆ put ～ under house arrest「～を自宅軟禁にする」
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stapler [stEiply®]

➥ staple (269)

A ホチキス

‰ May I borrow your stapler?「あなたのホチキスを貸してもらえま
すか」
［参考］stapler は，アメリカのベンジャミン・ホチキス（Benjamin
Hotchkiss）という人が発明した。ホチキスの「芯」は staples と
いう。
0059 □

目標スコア 730

0058 □

stationery [stEiS¥n´ri]
åstationery と同音異義語の stationary（静止した）を区別して覚えておこう。
‰ buy staples from a stationery store [shop]「文房具店からホチ
キスの芯を買う」

0060 □

plug [pl?g]
A プラグ S 〜のプラグを差し込む（⇔ unplug〔プラグを抜く〕），
〜を売り込む

目標スコア 800

A 文房具，事務用品

‰ an electrical plug「電気プラグ」

◆ That coffee maker is not plugged in.「そのコーヒーメーカーは

どのように売り込むつもりですか」
0061 □

heroic [hyrOuik]

➥ hero (B34)

D 英雄の，勇敢な
‰ The gentleman was honored with a special award for heroic

deeds.「その紳士は英雄的な行為（勇敢な行為）により特別賞
の栄誉を受けた」

目標スコア 860

コンセントが入っていない」

◆ How are you going to plug your new product?「御社は新製品を

◆ It was a heroic attempt to overcome the difficulties but failed.
かなかった」
0062 □

inspire [inspAiy®]

➥ inspiring (336), inspiration (B571)

S 〜を奮起させる，〜を鼓舞する（＝ motivate）
åinspire と transpire（明らかになる，発散する，起きる）を区別して覚え
ておこう。

‰ The sales force was inspired by a bonus.「営業チームは賞与に
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「それは困難を克服するための果敢な試みであったが，うまくい

Group
008
1

触発された」

◆ What keeps you inspired to keep doing this business?「この仕
事をずっと続けていきたいと駆り立てるものは何ですか」
0063 □

grasp [grQsp]

S 〜を握る，〜を把握する，〜を理解する
‰ grasp an opportunity「機会をつかむ」

◆ grasp the meaning of this proposal「この提案の意味を把握する」
0064 □

possess [pyzEs]

➥ possession (120)

S 〜を所有する，〜を持つ
‰ He possesses several IT-related patents.「彼は IT 関連の特許を
いくつか所有している」

0065 □

physically [fIzikyli]

➥ physician (155), physical (B429)

F 物理的に，身体的に
‰ We need to check whether it is physically possible or not.
「我々はそれが物理的に可能かどうか調べる必要がある」

◆ This job is physically very demanding.「この仕事は肉体的に非
常にきつい」
0066 □

embarrassing [embQrysiN]

➥ embarrass (120), embarrassment (122),
embarrassed (B555)

D 当惑させる，まごつかせるような，気恥ずかしい

‰ That too personal question was very embarrassing to me.「あ
のあまりにもプライベートな質問は，私を非常に当惑させるもの
だった」

◆ It was my most embarrassing moment ever.「それは私がそれま
でで最も恥ずかしい思いをした瞬間だった」

◆ How embarrassing!「もう恥ずかし～い！」
0067 □

exceptional [iksEpSynl]

➥ exceptionally (199), except (B194), exception (B503)

D 例外的な，並外れた，異例の
‰ Midori Goto has exceptional abilities and skills in violin

playing.「ミドリ・ゴトウはバイオリンの演奏で並外れた才能と
技術を持っている」

◆ exceptional job performance「優秀な職務実績」
◆ exceptional low interest rates「異常な低金利」（＝ exceptionally
low interest rates）
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extraordinary [ikstrC…®d¥n´ri]

➥ extraordinarily (116)

D 素晴らしい，ずば抜けた，極上の（＝ exceptional）
å<extra（範囲外の）＋ ordinary（通常の）＝ extraordinary（並外れた）>
と覚えておこう。

‰ This book is extraordinary by any standards.「この書籍は，い
かなる基準に当てはめてみてもすごい」
0069 □

rotary [rOut¥ri]

➥ rotation (100), rotate (128)

目標スコア 730

0068 □

D 回転式の，輪転する A ロータリー
◆ run a rotary press「輪転機を回す」
◆ Turn left at the second traffic light past the rotary.「ロータリー
を過ぎて 2 番目の信号を左に曲がってください」 ▪ 「ロータ
リー」を表す語として，traffic circle も覚えておこう。イギリ
スでは，roundabout が用いられる。

0070 □

brilliantly [brIljyntli]

➥ brilliant (42)

F 鮮やかに，見事に

目標スコア 800

‰ use a rotary pump「回転ポンプを使う」

‰ The dressing room was brilliantly, blindingly bright.「楽屋は

0071 □

gene [dZI…n]

➥ genetic (103), genetically (413)

A 遺伝子

‰ Generally, a gene itself won’t generate this kind of problem.
「一般的に，遺伝子自体はこのような問題を発生させません」

◆ a gene therapy「遺伝子治療」
0072 □

accurately [Qkjyrytli]

目標スコア 860

きらきらと，目もくらむばかりの明るさだった」

➥ accuracy (140), accurate (B500)

F 正確に

正確に測る」
0073 □

threaten [TrEtn]

➥ threat (B513)

S 〜を脅す，〜を脅かす
‰ The postal service union threatened further actions against

the layoff.「郵便公社の組合は，解雇に対してさらなる行動を起
こすと脅した」
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‰ measure the impact of the tsunami accurately「津波の影響を

Group
009
1

◆ The college was threatened with closure.「その大学は閉鎖の恐
れがあった」
0074 □

determination [ditÁ…®mynEiS¥n]

➥ determine (B537), determined (B567)

A 決心，決意，決定

‰ We possess determination to write the best vocabulary book

for the TOEIC Test.「私たちは最高の TOEIC テスト用ボキャ
ブラリー教本を書くという固い決意を持っている」
◆ The plan is now being discussed for final determination.「そ
の計画は現在，最終決定のために審議されている」
0075 □

affair [yfEy®]

A 業務，事態，事柄
‰ a director of public affairs「広報部長」

◆ We surveyed workers about their current state of affairs.
「我々は労働者を対象として現在の実態についての調査を行った」
0076 □

intellectual [ˆnt¥lEktSu¥l]

➥ intellect (118)

D 知的な，知力の，聡明な

‰ intellectual property rights「知的所有権」

◆ develop intellectual curiosity「知的好奇心を育てる」
◆ an intellectual assistant「聡明な（理知的な）助手」
0077 □

element [Elymynt]

➥ elementary (B419)

A 要素，要因，部分，電熱部，《the ~s》風雨
‰ a key element「重要な要素，主要な要素」

◆ the main elements of the system「システムの主要部分」
◆ the heating element「電熱線，発熱体」
◆ The greenhouse can resist the elements.「その温室は雨風に耐
えられる」
0078 □

measurement [mEZy®mynt]

➥ measure (B477)

A 測定，寸法

‰ take an accurate measurement of ～「～を正確に測定する」

◆ What is your waist measurement?「ウエストサイズはどのくら
いですか」

36

TOEIC L&Rテスト究極単語ADVANCED2700 ためし読み → Webページへ

Rank 1
circular [sY…®kjyly®]

➥ circulate (143), circulation (382)

D 円を描く，円状の

‰ For a stiff neck, move your head in a circular motion.「首のこ
りには，頭で円を描くように動かしなさい」

◆ We took a circular route.「我々はぐるっと回るルート（＝環状道
路）を通った」
0080 □

delicate [dElikyt]

➥ delicacy (137)

目標スコア 730

0079 □

D 繊細な，扱いの難しい
‰ Mr. Coleman is a very delicate person.「コールマン氏はとても

題である」
0081 □

revolutionary [r´vyl∆U…Syn´ri]

➥ revolving (194), revolve (245), revolution (B523)

D 革新的な，画期的な

‰ The public’s initial response to this revolutionary technology

was positive.「この革新的技術に対する世間一般の最初の反応

目標スコア 800

繊細な人だ」

◆ It sure is a delicate issue.「それは確かに微妙な（扱いにくい）問

は良かった」

S 〜を留める，〜を接続する，〜をとりこにする A フック，留め金
‰ I hooked the calendar on the nail.「私はカレンダーを釘に掛け
た」

◆ Could you help me hook up a printer to my computer?「私のコ
ンピュータにプリンターを接続するのを手伝っていただけます
か」

目標スコア 860

hook [hUk]

◆ I’m hooked on classical music.「私はクラシックにハマっている」
▪ be hooked on ～は「～にハマっている，やみつきになって
いる」の意味の重要熟語。

◆ Please hang this coat on that hook.「このコートをあのフックに
掛けてください」

◆ Will this hook be fine for hanging the picture?「この留め金は絵
を掛けるのに向いているでしょうか」
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0082 □

Group
010
1
0083 □

concerned [kynsY…®nd]

➥ concerning (B535), concern (B569)

D 心配して，懸念して，関係して
‰ Our staff is concerned that you have not received the

replacement parts yet.「当社スタッフは交換用部品がお客様の
手元にまだ届いていないのではと心配しております」

◆ Ms. Robinson is very concerned about the upcoming board
meeting.「ロビンソンさんは間もなくの取締役会をとても気に
している」

◆ The document is concerned with a bank loan.「その書類は銀行
ローンに関するものです」

◆ This is good news for everyone concerned.「このことは関係者
全員にとって朗報である」

◆ As far as I’m concerned,「私としては，～」 ▪ as far as A is
concerned は「A について言えば，A に関する限り」の意味の
重要熟語。

0084 □

productivity [prØud/ktIvyti]

➥ productively (110), productive (B424)

A 生産性，生産力

‰ in order to improve productivity「生産性を向上させるために」

◆ productivity growth during the past year「過去 1 年間の生産性
の伸び」

◆ increase employee [worker] productivity「従業員の生産力を増
やす」
0085 □

virtual [vY…®tSu¥l]

➥ virtually (279)

D 事実上の，実際の，仮想上の，バーチャルの
‰ Wintel has a virtual monopoly on that type of computer

operation system.「ウインテルは，その種のコンピュータ作動
システムについては，事実上独占している」
◆ Virtual shopping can be done with a simple click of a mouse.
「マウスをクリックするだけで，実際のショッピングができます」

◆ Mr. Johnson is doing research on [into] virtual reality.「ジョン
ソン氏はバーチャル・リアリティの研究をしています」
0086 □

observation [˛bzy®vEiS¥n]

➥ observe (84), observance (471)

A 観察，観測，所見

‰ Close observation reveals that ～「よく観察すれば～であるこ
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0087 □

glue [glU…]

S 〜を接着剤で付ける，〜を釘付けにする A 接着剤，のり
‰ Why don’t you glue them together?「それらを接着剤で付けてみ
てはどう？」

目標スコア 730

とがわかる」

◆ a weather observation satellite「気象観測衛星」
◆ I’d like to make a personal observation.「私見を申し上げます」

◆ Everyone in my family was glued to the TV at that time.「我が
家の家族全員がそのときテレビに釘付けになっていた」
しの瞬間接着剤ですか」
0088 □

vary [vE¥ri]

➥ variable (423), various (B262), variety (B310), variation (B493)

S 変化する，異なる，〜を変える
‰ The shipping cost varies according to the means of

transportation selected.「配送料は，選択された運送手段によっ
て変わります」

目標スコア 800

◆ Is this the super glue you are looking for?「これがあなたがお探

◆ Customer preferences change quickly and vary widely.「客の好
みはすぐに変わるし，幅広くさまざまです」
が失敗する原因は実にさまざまです」

◆ A fund manager varies his target of investment according to
circumstances.「資金運用担当者は状況に応じて投資対象を変
えます」

feed [fI…d]

➥ feedback (192), feeder (561)

S 〜にえさをやる，〜を養う，〜を供給する，〜に入力する，〜に
コインを入れる
åfeed の活用（feed-fed-fed）をしっかりと覚えておこう。
‰ Feel free to feed the fish in the pond.「遠慮なく池の魚にえさを
やってください」

◆ I have to feed my family.「私は家族を養わなければなりません」
◆ The printer automatically feeds the paper through.「プリンター
は自動的に紙を送り込みます」

◆ Have you fed the data into a computer yet?「もうそのデータは
入力しましたか」

◆ If you park your car here, you need to feed the parking meter.
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0089 □

目標スコア 860

◆ The causes of business failure varied tremendously.「ビジネス

Group
011
1

「ここに自動車を止めるのであれば，パーキングメーターにコイ
ンを入れないといけないよ」
0090 □

justification [dZ¿styfikEiS¥n]

➥ just (B230), justice (B478), justify (B540)

A 正当化

‰ There is no justification to keep buying their products.「彼ら
の製品を継続して購入する（＝買い続ける）正当な理由はない」
0091 □

earnings [Y…®niNz]

➥ earn (B235)

A 収益，利益，所得
‰ Our second-quarter earnings came mostly from retail sales.
「当社の第 2 四半期の収益のほとんどは小売販売によりもたらさ
れた」
◆ review the third-quarter earnings「第 3 四半期の収益を見直す」

◆ How much are the average worker’s earnings at your
company?「あなたの会社の社員の平均所得はどのくらいです
か」
0092 □

recognizable [rEkygnÅizybl]

➥ recognition (27), recognize (B326)

D 認識できる，見分けがつく

‰ The symbol was instantly recognizable to us.「その記号は私た
ちにはすぐ認識できるものだった」

◆ The building was hardly recognizable as a clinic.「その建物が
クリニックだとは，ほとんど（＝まず）見分けがつきません」
0093 □

initial [inISl]

➥ initially (94)

D 初期の，最初の（＝ beginning）
‰ initial negotiations regarding business transactions「商取引に
関する初期交渉」

◆ in the initial stage of ～「～の初期段階では」
［参考］first initial という英語はない。first は余剰なので不要である。
0094 □

fascinate [fQsyn´it]

➥ fascinating (63), fascination (92)

S 〜を魅了する，〜をうっとりさせる
‰ Guests were fascinated by the beauty of the room.「宿泊客は
その部屋の美しさに魅了された（うっとりした）」
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➥ preferably (383), prefer (B220)

A 好み，優先権

‰ Please list three choices in order of preference.「3 つ選んで好
きな順に列挙してください」

◆ customers’ strong preferences for ～「～に対する顧客の強い嗜
好」

◆ Preference will be given to candidates who have a minimum
of five years, work experience in a related field.「関連分野で
最低 5 年以上の実務経験がある候補者を優遇します」 ▪ work
experience（実務経験）は，working experience ともいえる。
0096 □

due [d∆U…]

➥ overdue (285)

D 当然支払うべき，満期の，生まれる予定で，（〜になる）予定で，
（〜の）ために，理由で A 会費，手数料
‰ When’s the payment due?「支払期日はいつですか」

◆ When is your due date?「出産予定日はいつですか」
◆ When is the singer’s new album due to be released?「その歌手

目標スコア 730

preference [prEf¥r¥ns]

目標スコア 800

0095 □

の新しいアルバムはいつ発売の予定ですか」

◆ The highway construction is due to begin this year.「その道路

せいで」の意味の重要熟語。

◆ Have you paid your membership dues yet?「もう会費は支払いま
したか」

◆ I’d like to pay my dues, please.「料金を支払いたいのですが」
▪ pay one ’ s dues には「会費，料金を支払う」の他，「報いを

目標スコア 860

建設は今年始まる予定です」

◆ All flights have been canceled due to a blizzard.「猛吹雪のため，
全便が欠航となりました」 ▪ due to ～は「～が原因で，～の

す」などの意味もあるので覚えておこう。
［参考］due を使った重要熟語として次の 2 つを覚えておこう。◆ in
due course「やがて，そのうち」（＝ in due time）◆ with all
due respect「（相手の言ったことに対して）失礼ながらも，重々ご
もっともですが」丁寧に反論するときの前置きとしてよく使う。
0097 □

deadline [dEdlÅin]
A 締切り，最終期限

‰ When’s the deadline?「締切りはいつですか」
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受ける，犠牲を払う，苦しさをしのぐ，経験を積む，責務を果た

Group
012
1

◆ I’ll work overtime to meet the deadline for the project.「私は
そのプロジェクトの締切りを守るために残業します」

▪ meet the deadline for the project の部分は，もっと簡単に
meet the project deadline と表現することも可能。
◆ extend the deadline「締切りを延長する」
◆ the delivery deadline「配達期限」
［参考］the deadline は「原稿，報告書，申込などの締切り」を，the
due date は「支払期限，申告期限，返却期限，出産予定日など」を

意味し，使い方が異なることに注意しよう。ただし，「品物の納期」

を表すには，どちらも使用可。◆ When’s the due date?「支払期
限はいつですか」（＝ When is it/that due?）
0098 □

loose [lU…s]

➥ loosen (157)

D 緩い，だらしのない，自由な
‰ These loose-fitting pants are way too loose for me.「このゆっ
たりしたズボンは私には緩すぎる」

◆ The athlete has cut loose from his sponsors.「その運動選手は，
スポンサーから（の縛りを切って）自由になった」

［参考］発音は日本語の [ ルーズ ] ではなく，[lU…s] なので気をつけよう。
0099 □

challenging [tSQlindZiN]

➥ challenge (B198)

D 困難な，やり甲斐のある

‰ Maintaining market share is now a challenging task for us.
「市場占有率を維持することが，今の我々にとっての難題です」

◆ I consider it a challenging job.「私はそれをやり甲斐のある仕事
だと考えています」
0100 □

brilliant [brIljynt]

➥ brilliantly (35)

D 見事な，優秀な，才知に長けている
‰ What a brilliant idea!「なんて素晴らしい案でしょう！」

◆ Mr. Mason is a brilliant sales representative.「メイスン氏は優
秀な販売員です」
0101 □

stunning [st?niN]

➥ stun (468)

D 驚くべき，見事な
‰ stunning economic growth「驚くほどの経済成長」

◆ stunning mountain scenery「素晴らしい山岳風景」
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➥ puzzle (B521)

D 当惑して，困って
‰ Christina looked a bit puzzled by the announcement.「クリス
ティーナはその発表に少し当惑した表情を浮かべた」

◆ The sales representative scratched his head with a puzzled
expression on his face.「その販売員は，困った顔をして頭をか
いた」 ▪ a sales representative は，a traveling salesperson
とも呼ばれ，移動しながら会社の商品をある地区の店舗などに売
り込む販売職員のことである。「外交販売員，出先販売人，訪問

目標スコア 730

puzzled [p?zld]

目標スコア 860

目標スコア 800

販売人」などとも訳されるが，略して a sales rep と呼ばれる。
「販
売代理人」が最も原義に近い。

目標スコア 900+

0102 □
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0103 □

Rank 2

fare [fEy®]

S やっていく，暮らす A 料金，運賃
‰ Most of the new recruits fared well in the on-the-job training.
「ほとんどの新入りは，実地研修でうまくやった」

◆ Are you faring well with your project?「あなたのプロジェクトは
うまくいっていますか」

◆ Children under 12 years of age will be charged one half the
adult fare.「12 歳未満の子どもには，大人運賃の半額がかかり
ます」

◆ Isn’t your fare meter out of kilter?「このタクシーの料金メーター
は故障しているんじゃないですか」 ▪ out of kilter は「故障し
た，不調の」の意味の重要熟語。

◆ It is very likely that airline fares will come down within a few
months.「おそらく航空運賃は数か月のうちに下がるだろう」
▪ airline fare ＝ airfare と覚えておこう。
0104 □

roughly [r?fli]

➥ rough (B425)

F 大よそ，大体，約
‰ Roughly speaking,「大ざっぱに言って，～」

◆ Roughly half the city residents use public transportations.「市
の住民の約半数が公共交通機関を使っている」
0105 □

resign [rizAin]

➥ resignation (165)

S 辞職する

‰ He resigned from his post as finance minister.「彼は財務大臣の
職を辞した」
0106 □

registration [r´dZystrEiS¥n]

➥ registered (85), register (B400)

A 登録

‰ Fees for the seminar will be collected at the registration

desk, which include registration and reference materials.
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「セミナー費は登録デスクで集められ，それには登録料と参考資

記の登録方法を注意してお読みください」
0107 □

division [divIZyn]

➥ divisional (243), dividend (419), divide (B292)

A 部門，部局，課，分割，分裂
‰ Mr. Fowler belongs to the international division of the

目標スコア 730

料代が含まれています」

◆ Please carefully read the registration instructions below.「下

company.「ファウラー氏はその会社の国際事業部に所属してい
ます」
「当社の研究，製造，流通，販売の部門」

◆ through division of labor「分業制によって，分業を通じて」
▪ the labor division と言うと「労務課」の意味になるので区別
して覚えておこう。

◆ a political division「政治的分裂」
0108 □

sectioned [sEkS¥nd]

➥ section (B244)

目標スコア 800

◆ our research, manufacturing, distribution and sales divisions

D 区分された，断面の

‰ This timetable provides you with a complete list of sectioned

0109 □

regulate [rEgjyl´it]

➥ regulation (B451)

S 〜を調整する，〜を統制する，〜を規制する（＝ control）
‰ We help your store to regulate cash flow and set profitable

pricing levels.「私どもは御店のキャッシュフローを調整して，
利益の出る価格帯を決定するお手伝いをいたします」
◆ The government tried to regulate the financial industry.「政府
は金融業界を規制しようとした」
0110 □

steel [stI…l]

A 鋼鉄，ハガネ S 意志を固める《oneself》
åsteel と同音異義語の steal（盗む）を区別して覚えておこう。
‰ a full line of steel products「あらゆる種類の鉄鋼製品」
◆ the steel industry「鉄鋼業」
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一覧表が載っています」

◆ The sectioned diagram is shown [illustrated] in Figure 5.「断
面図は図 5 に示してあります」

目標スコア 860

courses.「この時間割には，各コース（細分化されたコース）の

Group
014
001
1

◆ steel manufacturers「鉄鋼メーカー」
◆ steel works「製鉄所，製鋼所」
◆ steel workers「製鉄所（製鋼所）工員」
◆ Luke steeled himself for the journey.「ルークは旅立ちに向けて
身を引き締めた」
0111 □

satellite [sQt¥lÅit]
A 人工衛星

‰ Whether it is a cable or satellite television company, it is in

some way linked by a satellite broadcasting system.「テレ
ビ会社はケーブルにしろ衛星にしろ，何らかの方法で衛星放送シ
ステムによって繋がっている」

◆ a communication satellite「通信衛星」（＝ a communications
satellite）
0112 □

finely [fAinli]

➥ fine (B293)

F 細かく，精巧に，素晴らしく，立派に
‰ Mr. Wood’s desk was made of finely finished wood.「ウッド氏
の机はとてもきれいな仕上げの木で作られていた」

◆ The company always gives finely-tuned responses to
customers’ inquiries.「その会社は常に顧客からの問い合わせに
きめ細かな対応をする」

◆ These are all finely written novels by Frank Peretti.「これらは
みな，フランク・ペレッティ作の素晴らしい小説です」
0113 □

favorably [fEiv¥rybli]

➥ favorite (B100), favorable (B483), favor (B501)

F 好意的に，順調に，有利に
‰ The new service was favorably received by consumers.「その
新サービスは消費者に好意的に受け止められた」

◆ Business opportunities between the two companies are
expected to increase favorably during the next few years.
「今後数年で両社間のビジネス機会は順調に拡大する見込みです」

◆ If things develop favorably,「もしことが順調に進めば，～」
◆ The senior partner compared the new way favorably with the
old.「上級共同経営者は新式のほうが旧式に比べて勝ると考えた」
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Rank 2
resident [rEzid¥nt]

➥ residence (82), residential (83), reside (350)

A 住民，居住者，研修医 D 住んでいる，住み込みの
‰ local residents「地元住民」

◆ city residents「市の住民，都市生活者」
◆ Are you still a resident of Maine?「あなたは今もメインにお住ま
いですか」

◆ My brother Neal is a resident surgeon at the Boston
University Medical Center.「私の弟のニールはボストン大学医

目標スコア 730

0114 □

療センターの研修外科医です」

はアメリカの大学生にとって非常に人気のある仕事です」

▪ aka [Qky] は also known as の省略形で「別名～，またの名を
～」の意味を表す。
0115 □

aboard [ybC…®d]
F 乗って

å< a（～の上に）＋ board（舷側）＝ aboard（乗って）> と覚えておこう。
‰ Ladies and gentlemen, welcome aboard.「皆様ようこそ，ご搭

目標スコア 800

◆ A resident assistant, aka RA, is a very popular job for college
students in the States.「（学生寮の）住み込み助手，別名 RA

0116 □

desirable [dizAi¥®ybl]

➥ desire (B235)

D 望ましい，好ましい（⇔ undesirable〔望ましくない〕）
‰ Let us replace undesirable weeds with more desirable

flowers.「嫌な雑草をより望ましい魅力的な花々に入れ替えま
しょう」

◆ The steak restaurant is in a very desirable location.「そのス

目標スコア 860

乗［御乗車，ご乗船］ありがとうございます」

テーキレストランはとてもよい場所にある」

edition [idIS¥n]

➥ edit (52), editorial (344), editor (B322)

A 版，号

‰ a national edition of ～「～の全国版」

◆ Sunday’s edition of ～「～の日曜版」
◆ The April edition of this magazine has already sold out.「この
雑誌の 4 月号はもう売り切れました」
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0117 □
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0118 □

gradual [grQdZu¥l]

➥ gradually (B355), grade (B384)

D 徐々の，段階的な，緩やかな
‰ The environment is on a gradual decline without many people

realizing it.「環境は多くの人が気付かぬ間に徐々に衰退してい
る」

◆ a gradual slowdown「徐々に進む景気後退，緩やかな景気後退」
0119 □

guarantee [gŒr¥ntI…]

➥ guarantor (363)

S 〜を保証する，〜を確約する A 保証，保証書
‰ All merchandise is guaranteed for a year from the date of

purchase.「すべての商品は購入日から 1 年間保証されています」
◆ All of these products are unconditionally guaranteed for 90
days.「これらの製品はすべて 90 日間の無条件保証付きとなっ
ています」

◆ Unless you reserve your room one day prior to arrival, we are
unable to guarantee an early check-in.「ご到着予定日の 1

日前に部屋のご予約ができていない場合は，アーリーチェックイ
ンの確約ができません」

◆ There’s no guarantee that ～「～という保証はない」
◆ Order now; with a 30-day money-back guarantee you have
nothing to lose.「いますぐご注文ください，30 日間返金保証付
きですから何も失うものはございません」
0120 □

investor [invEsty®]

➥ investment (B522), invest (B551)

A 投資家

åinvestor と inventor（発明家）を区別して覚えておこう。
‰ sensible investors「賢明な投資家」
◆ cautious investors「慎重な投資家」
0121 □

spare [spEy®]

S 〜を惜しむ，〜をケチる D 手の空いた，暇な，予備の
‰ spare no expense [effort] to do「～する出費［努力］を惜しまな
い」

◆ Spare the rod and spoil the child.「ムチを惜しむと子どもはだめ
になる」 ▪ このことわざは旧約聖書『箴言』13 章 24 節（He
who spares the rod hates his son.）に由来する。
◆ What do you usually do in your spare time?「時間が空いている

48

TOEIC L&Rテスト究極単語ADVANCED2700 ためし読み → Webページへ

Rank 2

incident [Insid¥nt]

➥ incidental (392), incidentally (393)

A 出来事，事件

‰ What incident caused the demise of UBS Financial Group?
「どんな出来事が UBS ファイナンシャル・グループ破綻の引き
金になったのですか」
◆ It was not an isolated incident.「それは孤立した事件（＝他の事
件と無関係な事件）ではなかった」
0123 □

fame [fEim]

➥ famous (B37)

A 名声

‰ The carmaker gained [won] worldwide fame.「その自動車メー
カーは世界的名声を得た」

◆ The 15-year-old boy acquired [attained] international fame as a
pianist.「その 15 歳の少年はピアニストとして国際的に名を馳

目標スコア 800

0122 □

目標スコア 730

ときはいつも何をしますか」

◆ The electric maker keeps spare parts for ten years.「その電気
メーカーは予備部品を 10 年間保管しています」
◆ a stock of routine spares「常用予備部品の在庫」

0124 □

footwear [fUtw´y®]
A 履き物

‰ Please wear waterproof clothing and strong [sturdy] footwear.
「防水服と丈夫な履き物を身につけてください」
0125 □

altogether [Ç…ltygEDy®]

F 全部で，完全に，まったく

目標スコア 860

せた」

‰ How much will it be altogether?「全部でいくらになりますか」
ろ，私の上司はまんざら不親切だというわけでもありません」

▪ not altogether は「まったく～というわけではない」の意味
の部分否定。
［参考］all together（皆一緒に）と混同しないように注意しよう。
0126 □

existing [igzIstiN]

➥ exist (B259), existence (B354)

D 現在の，現行の，既存の
‰ In existing treatment plants 80 percent of sewage is recycled.
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◆ Actually, my boss isn’t altogether inconsiderate.「実際のとこ

Group
016
001
1

「現在の処理工場では下水の 8 割が再利用されている」
◆ existing safety regulations「現在の安全規則」
◆ our existing clients「当社の既存客，既存クライアント」
◆ the existing terminal「既存の終着駅（ターミナル）」
◆ the state’s three existing airports「その州にある 3 つの既存空
港」
0127 □

ladder [lQdy®]

A はしご，踏み台
‰ A painter is standing on a ladder.「塗装工がはしごの上に立って
いる」

◆ climb the ladder of success「成功のはしご（出世階段）を上る」
0128 □

fellow [fElou]

D 仲間の，同僚の A 男，奴
‰ It’s important to establish a good relationship with fellow

office workers.「職場の同僚と良い関係を築くことは大切です」
◆ He’s a very nice fellow.「彼はとてもいい奴だ」
0129 □

layer [lEiy®]

A 層，重なり
‰ a hole in the ozone layer「オゾン層の穴」

◆ an exposed layer of fossils「露出した化石層」
0130 □

click [klIk]

S ピンと来る，うまが合う，クリックする，カチッと音がする
‰ It just doesn’t click in my mind.「どうもピンとこない」

◆ We clicked together.「我々は互いに相性があった」
◆ Click here for more [further] information.「詳細を見るにはここ
をクリックしてください」

◆ Your camera didn’t click.「あなたのカメラはカチッと音がしなかっ
たですよ」
0131 □

heal [hI…l]

S 癒える，治る，〜を癒す，〜を治す
‰ My broken right elbow healed up about two months after the

operation.「骨折した私の右肘は，手術後約 2 か月で治った」
◆ The mission of this health organization is to heal the wounds
50
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Rank 2
foundation [faundEiS¥n]

➥ founder (B410), found (B528)

A 財団，設立，創立，基礎，土台
‰ We are seeking funds from foundations and other grant

sources.「私たちは，財団やその他の助成金源からの資金提供を
求めています」

◆ foundation of a new company「新しい会社の設立」
◆ lay [build/create] the foundation for ～「～の基礎・礎を築く」
0133 □

urgently [Y…®dZ¥ntli]

➥ urge (239), urgent (B564)

F 緊急に，至急に

‰ Dr. Loose, you are urgently requested at the east wing.「ルー
ス博士，至急東館にいらしてください」
0134 □

submit [sybmIt]

➥ submission (52)

S 〜を提出する，〜を従わせる
‰ To submit a proposal to the director, you must first submit an

目標スコア 800

0132 □

目標スコア 730

of people.「この医療機関の使命は，人々の傷を癒すことです」

◆ You have until the end of this month to submit the vacation
request form.「休暇届の提出は今月末までです」
◆ Please note that none of the materials submitted will be
returned.「提出された資料は一切返却されないことをご了承く
ださい」

◆ On entering, you have to submit yourself to a body search.「入
る際は，ボディチェックに従っていただきます」

proposed [prypOuzd]

➥ proposition (386), proposal (B302), propose (B353)

D 提案された，提出された
å 分詞形容詞の proposed は名詞の前に置かれるため，
「～案，～策，～計画」
や「計画～，予定～」などと訳すとぴったりくることが多い。
‰ proposed inventory returns「在庫返品案」
◆ proposed work schedule changes「仕事日程変更案」
◆ the proposed merger「合併案」
◆ the proposed highway「計画幹線道路」
◆ the proposed moving date「引越予定日」
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0135 □

目標スコア 860

application form.「企画書を重役に出すには，まず初めに申請
用紙を提出しなければなりません」

Group
017
001
1
0136 □

submission [sybmIS¥n]

➥ submit (51)

A 服従，提出

‰ Blind submission to your superiors is absolute nonsense.「上
司に対する盲目的服従など，まったくのナンセンスだ」

◆ The deadline of the manuscript submission was extended to
15th July.「原稿の提出締切りは 7 月 15 日まで延長された」
◆ The submission date is 31st August.「提出日は 8 月 31 日です」
0137 □

edit [Edit]

➥ edition (47), editorial (344), editor (B322)

S 〜を編集する
‰ Do you think I should edit this manuscript?「あなたは私がこの
原稿を編集すべきだと思いますか」

0138 □

dilemma [dilEmy]

A ジレンマ，板挟み
‰ We were faced with the dilemma of whether or not to lower

the price.「我々は値下げするか否かのジレンマに直面した」
0139 □

profitable [prXfytybl]

➥ profitability (228), profit (B280)

D もうかる，有益な

‰ There are a lot of profitable franchises around.「近所にはもう
かっているフランチャイズ店がたくさんあります」

◆ This laptop computer is the most profitable of all the
computers presently on sale.「このラップトップ・コンピュー
タは，現在セールで売り出しているコンピュータの中で最も利益
を生んでいます」

◆ It’s considered as a highly profitable company.「それは高収益
企業と見なされています」

◆ We would rather engage in a profitable discussion.「我々はむ
しろ実のある議論に参加したい（実のある議論を行いたい）」
0140 □

shortly [SC…®tli]

➥ short (B90), shortage (B383), shorten (B414)

F すぐに，間もなく（＝ soon）
‰ I’ll be with you shortly.「すぐにそちらへ参ります」 ▪ 少しくだ
けた表現だが，I’ll be with you in a jiffy.（すぐに行くから，待っ
ててね）も覚えておこう。

◆ Though the executive has to see her secretary first, she’ll join
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the meeting shortly thereafter.「幹部はまず秘書に会わなけ
ればなりませんが，彼女はその後すぐに会議に参加します」
◆ The couple left the restaurant shortly afterwards.「その後まも
なくして，そのカップルはレストランをあとにした」
0141 □

headquarters [hEdkwÇ…®ty®z]

A 本社，本部（常に -s 付きで単複同形）
‰ a company headquarters「本社」
（＝ a corporate headquarters）

目標スコア 730

Rank 2

◆ a headquarters building「本社ビル」

institution [ˆnstyt∆U…S¥n]

➥ institute (246)

A 機関，団体，施設

‰ financial institutions「金融機関」

◆ medical institutions「医療機関」
0143 □

sophisticated [syfIstik´itid]

D 精巧な（＝ advanced），洗練された（＝ refined）
‰ KTT produced mobile phones that were more sophisticated

目標スコア 800

0142 □

than others on the market.「KTT は市場の他の機種よりもさ

やり方である」

◆ Victoria is an attractive and sophisticated woman.「ビクトリ
アは魅力のある洗練された女性です」

consulting [kyns?ltiN]

➥ consultation (117), consultant (B405), consult (B455)

A コンサルティング，相談 D 相談役の，顧問の
‰ Mr. Walker does some consulting work.「ウォーカー氏はちょっ
としたコンサルティングを仕事にしている」

◆ Emily wants to pursue a consulting career in the near future.
「エミリーは近い将来，コンサルティングの仕事をしたいと望ん
でいる」

◆ a management consulting firm「経営コンサルティング会社」
◆ a tax consulting service「税務相談サービス」
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0144 □

目標スコア 860

らに精巧な携帯電話を製造した」

◆ It is a highly sophisticated method of marketing a new line of
products.「それは新製品を売り出すためのきわめて洗練された

Group
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0145 □

approval [yprU…vl]

➥ approve (B527)

A 承認，許可，同意，賛成
‰ Subject to management approval, we will begin this project.
「経営陣の承認を受けて，我々はこのプロジェクトを始めます」

◆ with the approval of the board「取締役会の承認を得て」
◆ The president’s job approval rating seems to have declined.
「大統領の支持率は低下してきたようだ」
0146 □

thumb [T?m]
A（手の）親指

‰ He pushed a thumbtack hard into the corkboard with his

thumb.「彼は画びょうを親指で強く押してコルクボードに刺し
た」

◆ The board members gave us the thumbs up on our proposal.
「役員会は我々の提案を正式に承認した」 ▪ thumbs up（＝
thumbs-up）は「承認，賛成」の意味を表す。反対は thumbs
down（＝ thumbs-down）で，「拒絶，拒否」の意味を表す。
［参考］手の指のうち，親指だけを thumb という。残りの指はすべて
finger という。
0147 □

peel [pI…l]

S 〜をはがす，皮をむく
‰ Ashley is trying to peel a stamp off the envelope.「アシュリー
は封筒から切手を剥がそうとしている」

◆ Use this peeler to peel the potatoes.「この皮むき器を使ってジャ
ガイモの皮をむきなさい」
［参考］形容詞の peeled と unpeeled も覚えて置こう。◆ a peeled
apple「皮をむいたリンゴ」◆ an unpeeled cucumber「皮をむい
ていないキュウリ」
0148 □

portion [pC…®S¥n]
A 部分，一部

‰ Return this portion with your check.「この部分を切り取って小
切手と一緒にご返送ください」

◆ a portion of the income「所得の一部」
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Rank 2
suspicion [syspIS¥n]

➥ suspicious (57), suspect (B385)

A 疑惑，容疑，嫌疑

‰ The consultant was relieved of his post on suspicion of

bribery.「その顧問は贈収賄容疑で役職から解任された」
▪ on suspicion of ～（～の容疑で，疑いで）の形で覚えておこ
う。
0150 □

apparent [ypQr¥nt]

➥ apparently (130)

目標スコア 730

0149 □

D 明白な，外見上の

‰ It became apparent that Doug took sick leave.「ダグが病気休

0151 □

letterhead [lEty®h´d]
A レターヘッド

‰ The logo on our company letterhead is eye-catching.「我が社
のレターヘッドのロゴは目を引く」
0152 □

目標スコア 800

暇を取ったことが明らかになった」

◆ apparent economic competition「見かけ上の経済競争」

tab [tQb]

‰ Since I owe you, just add the drink to my tab.「君には借りがあ
るから，飲み物は僕の勘定につけてくれ」

◆ The tabs on cans are made of special aluminum.「その缶のふた
は特別なアルミで作られています」

◆ The file folder has color-coded index tab labels.「その書類フォ
ルダーには色分けされたタブ・ラベルが付いています」

accustom [yk?stym]

➥ accustomed (135)

S 〜を慣らす

‰ I’ve finally accustomed myself to working on this new

computer.「私はやっとこの新しいコンピュータの操作に慣れ
た」

◆ We became [got] accustomed to hot weather.「私たちは暑い気
候に慣れた」
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0153 □

目標スコア 860

A 勘定書，ふた，ラベル
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0154 □

ironically [airXnikyli]

➥ ironic (94), irony (B568)

F 皮肉にも

‰ answer ironically「皮肉たっぷりに答える」

◆ Ironically, he came right after you left.「皮肉にも，彼はあなた
が去るとすぐにやって来た」
0155 □

merchant [mY…®tS¥nt]

➥ merchandise (133), merchandising (214)

A 商人 D 商業の

‰ a foreign trade merchant「貿易商」

◆ a merchant ship「商船」
0156 □

principle [prInsypl]
A 原則，原理，主義

‰ the basic principle of democracy「民主主義の基本原則」

◆ common principles and objectives「共通の原則および目的」
0157 □

relocation [rˆ…loukEiS¥n]

➥ relocate (286)

A 配置換え，再配置，移転
‰ You have to relocate, and the firm will provide for your

relocation expenses.「あなたは転勤となりますが，引越しの
経費（赴任経費）は会社が支払います」

◆ a relocation of employees within the company「会社内の人事
異動」

◆ the relocation of headquarters from Ottawa to Montreal「オタ
ワからモントリオールへの本社移転」
0158 □

brand-new [brŒndn∆U…]
D 新品の

‰ Did you buy a brand-new car or a used one?「あなたが買った
のは新車ですか，それとも中古車ですか」
0159 □

steadily [stEdili]

➥ steady (B559)

F 着実に，確実に

‰ The corporation has been growing steadily for six years.「そ
の会社は 6 年間着実に成長しています」
◆ the steadily rising price of gasoline「確実に上昇しているガソリ
ン価格」
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Rank 2
sculpture [sk?lptSy®]
A 彫刻作品，彫像

‰ The next item for auction is a glass sculpture.「オークションの
次の品はガラスの彫刻作品です」
0161 □

suspicious [syspISys]

➥ suspicion (55), suspect (B385)

D 疑わしい，怪しい，不審に思う
‰ The chief investigator said there were no suspicious

目標スコア 730

0160 □

circumstances.「捜査責任者は何も疑わしい状況はなかったと
◆ The secretary was a little suspicious of Mr. Ferguson’s
intentions.「秘書はファーガソン氏の意図を少々疑っていた」
0162 □

ground [grAund]
S 〜を離陸させない
的な

A 理由，根拠，地面，立場 D 地上の，基礎

‰ The aviation controller ordered the plane to be grounded.「航

目標スコア 800

述べた」

空管制官はその飛行機に離陸禁止を命じた」

◆ Grounds for dismissal are absenteeism and frequent tardiness.

は「地上階，地盤面」の意味を表す。

◆ lose ground against ～「～に負ける，不利になる，地歩を失う」
◆ The airport ground crew established the groundwork for safe
flights.「空港の地上人員は，安全な飛行のための土台を築いた」
◆ ground [flight] operations「地上業務［航空業務］」
◆ a ground plan「平面図，基本計画」
［参考］grind（挽く）の過去分詞である ground（すりつぶした，粉の）
も覚えておこう。◆ ground beef [coffee]「牛のひき肉［挽いたコー
ヒー］」
0163 □

donation [dounEiS¥n]

➥ donor (65), donate (162)

A 寄付金，寄付

‰ Why are there a lot of donations to your institution?「なぜ，
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ある。

◆ on level ground「平らな地面に」 ▪ ちなみに，the ground level

目標スコア 860

「解雇の理由は，常習的な欠勤と頻繁な遅刻です」

◆ The plane is on the ground.「その飛行機は着陸しています」
▪ 反対は The plane is in flight.（その飛行機は飛行中です）で

Group
020
001
1

そちらの組織には寄付金がたくさんあるのですか」

◆ What is our donation goal on this occasion?「このたびの我々の
寄付金目標額はいくらですか」
0164 □

priority [praiC(…)ryti]

➥ prior (196)

A 優先事項，優先

‰ We have made the safety of the passengers one of our top

priorities.「弊社は乗客の安全を最優先事項の一つとしており
ます」

◆ The highest priority should be directed [given] toward this
matter.「本件を最優先すべきである」
◆ The government will give priority to economic growth.「政府
は経済成長を優先するであろう」
0165 □

contribute [kyntrIbju…t]

➥ contribution (89)

S 貢献する，寄与する，〜を提供する，（〜の）一因となる《to》
‰ We contribute ideas and suggestions, not muscle power.「私
たちは体力ではなくて，アイデアや助言を提供します」

◆ A job is a way to contribute to society at large.「働くことは社
会全体へ寄与する手段の一つである」

◆ We were asked to contribute suggestions about the project.
「我々はプロジェクトについて意見を提供するよう求められた」

◆ The dry spell contributed to our profit increase.「日照り続き
が我々の利益増の一因であった」
0166 □

reference [rEf¥r¥ns]

➥ refer (134)

A 参照，参考，推薦，照会
‰ reference materials「参考資料」

◆ in reference to ～「～に関して」
◆ for future reference「今後の参考までに，将来参照するために」
◆ Please submit a reference letter from your former employer.
「あなたの以前の雇用者からの推薦状を提出してください」

▪ a reference letter ＝ a recommendation letter（＝ a letter
of recommendation）と覚えておこう。
0167 □

loading [lOudiN]

➥ load (B566)

A 荷積み，積み込み
‰ They are building a larger loading dock.「彼らはもっと大きな
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発送センターを建設中です」
ンです」
0168 □

stockholder [stXkhØuldy®]

➥ stock (B474)

A 株主（＝ shareholder）

‰ This issue will be reported at the annual stockholders’

meeting.「この問題は，年次株主総会で報告されます」
0169 □

sincere [sinsIy®]

目標スコア 730

◆ This is a designated bus loading zone.「ここはバス乗降専用ゾー

➥ sincerely (86), sincerity (93)

‰ Please accept our sincere apologies for the trouble we have

caused.「ご迷惑をおかけいたしまして深くお詫び申し上げます」
◆ I wish to take this occasion to express my sincere thanks
[appreciation] to all of you for your kind invitation.「この場
をお借りして，ご招待いただきましたことを皆様方に心から感謝
申し上げます」

◆ He sounded sincere.「彼は誠意のある口調でした」 ▪ 反対は He
sounded insincere.（彼は誠意のない口調でした）である。
➥ resolution (353), resolute (448)

S 〜を解決する，〜を決心する
‰ We finally resolved the problem through trial and error.「我々
は試行錯誤の末，ついにその問題を解決した」

◆ She resolved to leave the company to pursue a modeling
career.「彼女はモデルの道を追求するために，その会社を辞め
る決心をした」
0171 □

running [r?niN]

目標スコア 860

resolve [rizXlv]

➥ run (B140)

A 運転，操作，運営，経営，走行
‰ You are obliged to observe the proper running of the machine.
「その機械を使用する際は，適切な運転方法を守らなければなり

ません」 ▪ be obliged to do は「～する義務がある，～しなけ
ればならない」の意味。

◆ He earns 9 million yen a year with running costs of 900,000
yen.「彼は 90 万円の運転資金で年に 900 万円を稼いでいる」
◆ Are you interested in the running of any business?「あなたは
何かの事業運営（事業経営）に興味がありますか」
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0170 □

目標スコア 800

D 心からの，誠実な

Group
021
001
1

◆ The small Cessna flies with an average running speed of
approximately 110 m.p.h.「その小型セスナ機は，時速約 110
マイルの平均巡航速度で飛行します」 ▪ m.p.h. は miles per
hour の略としてよく用いられる。
0172 □

defensive [difEnsiv]

➥ defendant (480), defense (B361), defend (B411)

D 防御の，防衛の

‰ take a defensive measure against hostile takeovers「敵対的企
業買収に対する防御策を取る」
0173 □

interpret [intY…®pryt]

➥ interpretation (69), interpreter (B504)

S 〜を解釈する，〜を通訳する
‰ How do you interpret the current situation?「あなたは現在の
状況をどのように解釈しますか」

◆ Ms. Mizuno interpreted the presidential address into
Japanese.「ミズノさんは大統領演説を日本語に通訳した」
0174 □

trader [trEidy®]

➥ trade (B114), trading (B385), trademark (B500)

A トレーダー，取引業者，売買業者，商人
‰ a stock trader「株トレーダー，株売買人」

◆ a foreign exchange trader「外国為替トレーダー」
◆ a futures trader「先物トレーダー」
◆ a local trader「地元貿易業者，地元商人」
0175 □

illustrated [Ilystr´itid]

➥ illustration (93), illustrate (121)

D 図解入りの，写真入りの，挿し絵入りの
‰ an illustrated encyclopedia「図解入り百科事典」

◆ an illustrated product catalog「写真入りの製品カタログ」
◆ an illustrated postcard「絵ハガキ」
0176 □

accountant [ykAunt¥nt]

➥ accounting (145), account (B551)

A 会計士，会計係

‰ The former chief accountant still has some influence in the

accounting department.「前の主任会計士は未だに経理部に影
響力を持っている」
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description [diskrIpS¥n]

➥ describe (B306)

A 記述，描写，説明

‰ Can you give me a description of the missing purse?「紛失し
たハンドバッグはどんなものだったかを説明してもらえますか」

◆ write down a brief description of ～「～の簡単な説明を書く」
◆ a verbal description of ～「言葉による描写」
0178 □

nutrition [n∆u…trIS¥n]

➥ nutritious (264), nutrient (413)

目標スコア 730

0177 □

A 栄養素，栄養分

‰ All the food products in the U.S. have nutrition labelings on

out-of-date [ÅutyvdEit]

➥ up-to-date (89)

D 時代遅れの，古くさい，期限切れの
‰ an out-of-date medical treatment「時代遅れの医療」

◆ out-of-date figures「古い数値」
◆ out-of-date canned food items「期限切れの缶詰食品」
［参考］out-of-date の同意語として outdated（時代遅れの，期限切れ
の）と old-fashioned（時代遅れの，古くさい）を，さらに反意語
として up-to-date（最新の）を覚えておこう。
0180 □

scarce [skEy®s]

➥ scarcely (B367)

D 不足して，まれな，珍しい
‰ a scarce commodity「不足している商品，希少商品」

◆ scarce resources「乏しい資源」
0181 □

regrettable [rigrEtybl]

➥ regrettably (144), regret (B260)

D 遺憾な，残念な

目標スコア 860

0179 □

目標スコア 800

them.「米国では食品のすべてに栄養表示がされている」

‰ It was regrettable that an error appeared on your bank

0182 □

miserable [mIz¥rybl]

➥ misery (148)

D 悲惨な，惨めな

‰ The projected sales figures are not as miserable as I expected.
「売上高の予測は私が思っていたほど悲惨なものではありません」
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statement.「お客様の銀行明細に誤りが出たことを遺憾に存じ
ます」

Group
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0183 □

opponent [ypOunynt]

A 反対者，対抗者，競争相手
‰ supporters and opponents of the plan「計画賛成派と反対派」

◆ Who will be his main opponent in the election?「その選挙では
誰が彼の主な対抗馬（競争相手）となるでしょうか」
0184 □

solid [sXlyd]

D 固い，固体の，しっかりした，中身の詰まった A 固体
‰ a solid object「固い物質，固体」

◆ The country doesn’t have a solid economic base.「その国には
しっかりした経済基盤がない」

◆ The restaurant was already packed solid when we arrived.
「我々が到着したとき，そのレストランはすでにいっぱいだった」

◆ I’m booked solid all day today.「私は今日，一日中スケジュール
が詰まっている」

◆ Dry ice changes directly from a solid to a gas.「ドライアイスは
固体から直接気体に変化します」 ▪ この現象を sublimation
（昇華）という。
0185 □

explosion [iksplOuZ¥n]

➥ explode (137), explosive (214), exploded (334)

A 爆発，急増

‰ a global population explosion「世界的な人口爆発」

◆ The explosion of the network use froze the computer server.

「ネットワーク利用の急激な増加で，コンピュータ・サーバーが
動かなくなった」

0186 □

laziness [lEizinys]

➥ lazy (B295)

A 怠惰

‰ Mr. Franklin was demoted because of his laziness.「フランクリ
ン氏は怠慢が原因で降格させられた」
0187 □

staircase [stEy®k´is]

➥ stair (B332)

A 階段

‰ a circular staircase「らせん階段」

◆ a moving staircase「エスカレーター」（＝ an escalator）
［参考］a staircase は主に屋内の階段をいう。a stairway は屋内・屋外
の階段両方に用いられる。
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mess [mEs]

➥ messy (83)

A 乱雑，混乱
‰ On top of his desk was a total mess of papers.「彼の机の上は散
乱した書類が山のようになっていた」
［参考］mess up ～は「～を台無しにする，めちゃくちゃにする」の意
味の重要熟語。◆ Don’t mess up this contract!「この契約を台無
しにするな」

0189 □

fascinating [fQsyn´itiN]

目標スコア 730

0188 □

➥ fascinate (40), fascination (92)

D 魅力的な，非常に面白い

れまでやった中で最もやり甲斐のあった職は何ですか」

◆ The idea was very fascinating to me.「その案は私にはとても魅
力的だった」
0190 □

frustrating [fr?streitiN]

➥ frustrate (118), frustrated (171), frustration (B553)

D いらいらする，しゃくに障る
‰ These questions in this situation are frustrating.「この状況で

目標スコア 800

‰ What’s the most fascinating job you’ve ever had?「あなたがこ

て時間ばかり食ってしまう」
0191 □

expressive [iksprEsiv]

➥ expressly (63), expression (B274), express (B314)

D 表情に富む，表現する

‰ The boy has very expressive eyes.「その男の子はとても表情豊
かな目をしている」

目標スコア 860

のこういう質問はいらいらするよ」

◆ Dealing with grumpy clients is frustrating and timeconsuming.「気難しい顧客の相手をしていると，いらいらが募っ

◆ The girl looked expressive of joy.「その女の子の表情には喜びが
0192 □

expressly [iksprEsli]

➥ expressive (63), expression (B274), express (B314)

D はっきりと，明確に，明白に
‰ The purpose of the program is expressly stated in this

brochure.「そのプログラムの目的は，このパンフレットの中に
はっきりと記されています」
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表れていた」
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0193 □

allergic [ylY…®dZik]

➥ allergy (B298)

D アレルギー（体質）の
‰ I’m allergic to pollen.「私は花粉アレルギーです」

◆ an allergic reaction「アレルギー反応」
0194 □

passage [pQsidZ]

➥ pass (B174)

A 通路，通過，経過
‰ an underground passage「地下道」

◆ the passage of the bill「法案の通過」
◆ the passage of time「時間の経過」
0195 □

rating [rEitiN]

➥ rate (B215)

A 格付け評価，率
‰ Our product is ranked top in the quality ratings made by

consumer monitors or watchdogs.「当社の製品が，消費者モ
ニターや監視団体の品質評価でトップに選ばれた」
◆ The TV program boasted an average viewer rating of 25 percent.
「そのテレビ番組は，25 パーセントの平均視聴率を誇った」
0196 □

clone [klOun]

S（〜の）クローンを作る A クローン，複製品，そっくりな人・物
‰ A group of scientists cloned a sheep.「科学者グループは羊のク
ローンを作った」

◆ a human clone「人間のクローン」
◆ a PC clone「PC（パソコン）の互換機」
◆ job-hunting clones in navy suits「紺のスーツを着て，誰もが似通っ
て見える求職者」
0197 □

secure [sikjUy®]

➥ security (B183)

S 〜を守る，〜をしっかりと固定する（fasten よりも堅い語），〜を確
保する D 安全な，安定した，安全に保管された
‰ Please use the room safe to secure valuables.「貴重品を守るた
めに，部屋の金庫をお使いください」

◆ Seven guards secure the area.「7 人の護衛がその場を守っている」
◆ Before you drive, secure all windows and fasten your seatbelts
securely.「運転前に，すべての窓をしっかり閉じて，座席ベル
トもしっかり締めてください」
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は，かなり前もって予約を入れるべきだよ」

◆ This island is one of the most secure places in the whole
country.「この島は国中で最も安全な場所の一つである」
◆ He landed a secure job with a big company.「彼は大きな会社で
安定した職に就いた」

◆ Show your company ID to the guard to enter the secure area.
「制限区域に入るには，会社の身分証明書を警備員に見せてくだ

目標スコア 730

◆ To secure your seat for the special concert, you’d better make
reservations way ahead.「その特別公演の席を確保するために

0198 □

donor [dOuny®]

➥ donation (57), donate (162)

A 寄贈者，提供者，臓器移植提供者
‰ an anonymous donor「匿名の寄贈者」

◆ a blood donor「血液提供者」
0199 □

目標スコア 800

さい」

◆ Secure Web site addresses usually start with ‘https’; the last
“s” stands for secure.「安全なウェブサイトはたいてい https
で始まっています ― 最後の s は secure
（安全な）
という意味です」

lobby [lXbi]

‰ The application form can be found at the front desk in the

hotel lobby.「その申込書はホテルのロビーのフロントでもらえ
ます」

◆ That group is one of the most powerful business lobbies.「その
グループは実業界の圧力団体のうち最も影響力を持つものの一つ
だ」

scan [skQn]
S 〜を読み取る A（超音波や放射線を用いた）体内写真，医療ス
キャン
‰ The scandal was about a diplomat who secretly scanned

classified information.「その醜聞は機密情報を密かに読み取っ
た外交官に関するものだった」
◆ A CAT scan showed a tumor in his liver.「CAT スキャンは彼の肝
臓 に 腫 瘍 が あ る こ と を 示 し た 」 ▪ a CAT scan の CAT は，
Computed Axial Tomography の略で「コンピュータ X 線断層
撮 影 」 の 意 味 を 表 す。a CT scan と 同 じ で あ る（CT ＝
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0200 □

目標スコア 860

A ロビー，圧力団体

Group
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001
1

computerized tomography）。
0201 □

organized [C…®g¥nÅizd]

➥ organize (B163), organization (B341)

D まめな，整理された

‰ My personal assistant is very organized.「私の秘書はとてもま
めだ」

◆ organized information system「整理された情報システム」
0202 □

restriction [ristrIkS¥n]

➥ restricted (330), restrict (B505)

A 制限，規制

‰ Credit restrictions prevented new businesses from being

realized.「貸し付け制限は，新規ビジネスの実現を妨げた」
0203 □

engage [engEidZ]

➥ engagement (B449), engaged (B558)

S 携わる，関与する，かみ合う，〜を従事させる，〜を引き付ける
‰ The politician has never engaged in economic reform.「その政
治家はこれまで経済改革に関わったことは一度もない」

◆ Because the gears didn’t engage, a mechanic was engaged to
repair them.「ギアが入らなかったので，修理のために機械工が
雇われた」

◆ engage customers’ interest「顧客の興味を引き付ける」
0204 □

command [kymQnd]

S 〜を命令する，〜を見渡す A 指揮，運用能力
‰ The chief executive officer commanded that ～「最高経営責任
者は～を命じた」

◆ This condo commands a terrific view of the whole harbor.「こ
のマンションからは港の素晴らしい全景が見渡せます」

◆ in command of ～「～を指揮して，統率して」
◆ The successful candidate will have a good command of
English.「有望な採用候補者は，優れた英語運用能力を有してい
なければならない」
0205 □

explore [iksplC…®]

➥ exploration (160), explorer (B480)

S 〜を探検する，〜を調査する，〜を研究する，〜を探る
‰ explore lands where no one has ever gone before「未踏の土地
を探検する」

◆ explore unusual behavior in animals「動物の異常行動について
66
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調査する」

0206 □

slump [sl?mp]

A 落ち込み，急落，不況 S 落ち込む，急落する，暴落する
‰ a slump in earnings「収益減少」

◆ a slump in the stock market「株式市場の急落」
◆ a serious economic slump「深刻な経済不況」
◆ First, our spring turnover slumped, then annual sales
slumped, and finally our company profit slumped.「まず春
の売上が，次に年間売上が，そして最後に会社の利益が落ち込ん
だ」

◆ The firm, whose shares have slumped 70 percent this year,
may end up going bankrupt soon.「その会社は今年になって
株価が 70 パーセント急落しており，すぐにでも倒産するかもし
れない」
0207 □

permanently [pY…®m¥nyntli]

目標スコア 800

のあらゆる可能な方法を探る」

目標スコア 730

◆ explore every possible way of making profits「利益を出すため

➥ permanent (B510)

F 永久に，絶えず

香港に永住するつもりですか」

◆ His office phone was permanently engaged.「彼の職場の電話は
ずっと話し中だった」 ▪ これは誇張した言い方である。
0208 □

minimal [mInyml]

D わずかな，最小の
‰ Ted’s contribution to the project was only minimal.「そのプロ

目標スコア 860

‰ Are you going to stay in Hong Kong permanently?「あなたは

を費やす」の意味の重要熟語。
0209 □

skyscraper [skAiskr´ipy®]
A 超高層ビル，摩天楼

‰ In this photo two skyscrapers stand tall.「この写真には 2 つの
超高層ビルが高々とそびえ立っています」
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ジェクトに対するテッドの貢献は皆無に近かった」

◆ Your problem is that you just put in a minimal amount of time
on your assignment.「あなたの問題は，自分の割り当て仕事に
最小限の時間しかかけなかったことだ」 ▪ put in ～は「（時間）

Group
025
001
1

◆ The downtown was full of skyscrapers and looked like a
veritable canyon.「ダウンタウンは超高層建築物がいっぱいに
ひしめき合い，まるで本物の峡谷のように見えた」
［参考］通常，a skyscraper（超高層ビル）は 20 階以上の建物のことを，
a high-rise building（高層ビル）は 20 階以下の建物のことをいう。
0210 □

revive [rivAiv]

➥ revival (B500)

S 〜を復活させる，〜を蘇らせる
‰ Lowering income taxes would revive the nation’s economy.
「所得税を下げれば，国の経済は再生するだろう」

0211 □

generous [dZEn¥rys]

➥ generosity (335)

D 気前のよい，太っ腹で，寛大な，たくさんの
‰ The tech company is nice and generous with its donations.「そ
の ハ イ テ ク 企 業 は と て も 気 前 よ く 寄 付 を す る 」 ▪ tech は

technology（ハイテクの，科学技術の）の省略形。<nice and
形容詞・副詞 > は「とても～，ずいぶん～」の意味を表す。
◆ You should be more generous with others.「あなたは他人に対
してもっと気前よくすべきだ」

◆ Add a generous amount of fresh cream.「生クリームをたっぷり
加えてください」

◆ a generous amount of pension「十二分な額の年金」
0212 □

enormously [inC…®mysli]

➥ enormous (B435)

F 非常に，莫大に，途轍もなく
‰ Thanks to the Japanese food boom, Mr. Aoki, an owner of the

Japanese restaurant in London, is now enormously rich.

「日本食ブームのおかげで，ロンドンで和食レストランを経営す
るアオキ氏は，今や大変な金持ちになっています」

◆ Television has an enormously powerful influence on viewers.
「テレビは視聴者にきわめて大きな影響力を持つ」
0213 □

pioneering [paiynI¥riN]

➥ pioneer (B485)

D 先駆的な，草分けの

‰ the pioneering work in computer science「コンピュータ科学に
おける先駆的な仕事」

◆ pioneering spirit「開拓者精神」（＝ pioneer spirit）
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horizontal [hÇ(…)ryzXntl]

➥ horizon (B188)

D 水平の，横の（⇔ vertical〔垂直の，縦の〕）
‰ Click on either the horizontal title bar or vertical scroll bar.「水
平タイトルバーか，垂直スクロールバーをクリックしてください」

◆ a horizontal surface「水平面」
◆ horizontal stripes on a T-shirt「T シャツの横縞」
0215 □

comprehension [k˛mprihEnS¥n]
A 理解力，理解

➥ comprehend (150), comprehensible (150),
comprehensive (292)

目標スコア 730

0214 □

‰ The manual was quite beyond my comprehension.「マニュア

confidence [kXnfid¥ns]

➥ confidential (288), confide (456), confident (B534)

A 信頼，信用，自信，秘密
‰ They all showed strong confidence in the board of directors.
「彼らは全員，取締役会に対し強い信頼を示した」

◆ a vote of confidence「信任投票」
◆ speaking with confidence「自信をもって話す」
◆ speaking in confidence「秘かに語る」 ▪ よって，the fact that
he spoke to me in confidence は「彼が私に漏らした事実」の
意味となる。

◆ All individual information will be kept in strict confidence.「す
べての個人情報は極秘に管理されます」
0217 □

imaginative [imQdZ¥nytiv]

D 想像力に富んだ，独創的な

➥ imagine (B161), imagination (B249), imaginary (B533),
imaginable (B542)

‰ an imaginative fiction writer「想像力豊かな小説家」

目標スコア 860

0216 □

目標スコア 800

ルはまったく私の理解を超えていた」

◆ an imaginative engineer「創意に富んだ技術者」

interpretation [intÁ…®prytEiS¥n]

➥ interpret (60), interpreter (B504)

A 解釈，通訳

‰ What is your interpretation of this policy?「この規定に関する
あなたの解釈はどんなものですか」

◆ Was the interview conducted by consecutive interpretation
or simultaneous interpretation?「そのインタビューは逐次
通訳と同時通訳のどちらで行われたのですか」
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0218 □

Group
026
001
1
0219 □

corporate [kC…®p¥ryt]

➥ corporation (B365)

D 会社の，企業の，法人の
‰ a corporate cleanup「会社内の一掃，整理」

◆ Where is the corporate headquarters located?「その会社の本社
はどこにありますか」

◆ Ms. Campbell is in charge of corporate planning.「キャンベル
さんは経営企画担当者です」

◆ corporate sales「企業の売上」
◆ corporate expansion「企業展開」
◆ a corporate office「企業のオフィス」
◆ a corporate building「企業のオフィス・ビル」
◆ a corporate image「企業イメージ」
◆ a corporate tax「法人税」
◆ a corporate body「法人団体」
0220 □

phenomenon [finXmyn˛n]

➥ phenomenal (318)

A 現象，事象，驚くべきこと（物・人）
‰ Economic weakness is a global phenomenon now.「経済の減速
は今や世界中で見られる現象です」

◆ It was a phenomenon.「それにはびっくりしました」
［参考］「現象，事象」の意味で用いられるとき，phenomenon の複数
形は phenomena となり，「驚くべきこと（物・人）」の意味で用い
られるときは，phenomenons となる。
0221 □

evidently [Evid¥ntli]

➥ evidence (B348), evident (B468)

F 明らかに，確かに

‰ Evidently, this is a misprint, you see.「これは明らかに誤植です
ね」
［参考］evidently は apparently より確実性が強く，
obviously より弱い。
0222 □

declare [diklEy®]

➥ declaration (178)

S 〜を宣言する，〜を公表する，〜を明言する，〜を申告する
‰ The contestant has been declared unqualified.「その出場者は
無資格［不合格］であると公表された」

◆ Most of the residents declared their support for the proposed
construction of the ballpark.「ほとんどの住民はその野球場の
建設計画への支持を表明した」
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◆ The market did not develop as he had declared that it would.

「何か（関税）申告するものはありますか」「特にありません」

◆ Arriving passengers must declare all purchases at customs.「到
着のお客様はご購入品をすべて税関に申告しなければなりませ
ん」
0223 □

punctually [p?N˚tSuyli]

➥ punctual (165), punctuality (272)

目標スコア 730

「市場は，彼が明言していたようには発展しなかった」

◆ Do you have anything to declare? - Nothing in particular.

F 時間厳守で，時間通りに
書は，期限通りに仕上げる必要があります」（＝ The expense

report needs to be completed punctually.）
0224 □

forecaster [fC…®kŒsty®]

➥ forecast (B481)

A 予報士，予測者

‰ a weather forecaster「気象予報士」

◆ an economic forecaster「経済予測家」
0225 □

目標スコア 800

‰ The expense report needs completing punctually.「経費報告

packet [pQkyt]

A パケット，小さな包み
目標スコア 860

‰ an information packet「情報パケット，資料集」

◆ packet communication「パケット通信」
◆ a packet of biscuits「ビスケット一箱」
0226 □

ornament [C…®nymynt]
A 装飾品，置物

‰ a Christmas tree ornament「クリスマスツリーの飾り」

◆ a marble ornament「大理石でできた置物」

unexpectedly [¿nikspEktidli]

➥ unexpected (B391)

F 突然，不意に

‰ A beautiful rainbow unexpectedly appeared in the sky.「空に
美しい虹が突然かかった」

◆ The transportation strike began unexpectedly this morning.
「今朝，不意に交通ストライキが始まった」
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0227 □

Group
027
001
1
0228 □

celebrity [sylEbryti]

➥ celebrate (B168), celebration (B392), celebratory (B538)

A 有名人，著名人

‰ I’ve been collecting autographs of celebrities.「私は有名人のサ
インを集めています」

◆ Why do celebrities wear dark glasses?「なぜ著名人は暗いサン
グラスをかけるのだろう」
0229 □

grateful [grEitfl]

➥ gratitude (161)

D 感謝して，ありがたく思って
‰ I’m grateful that the discussion was a success.「話し合いが成
功に終わり感謝しております」

◆ I would be grateful if you could cast an expert eye over this
matter.「この件に関して専門家の目で見ていただければ幸いで
す」

◆ One thing for which I will always be grateful is that the
assistant was here when I needed her.「一つ常に感謝してい
るのは，助手がいつも必要なときにいてくれたことです」
0230 □

neglect [niglEkt]

➥ negligent (258), negligence (368)

S 〜を無視する，〜をほったらかす，〜を怠る
‰ He neglected to mention that the new regulation would

become effective on October 1.「彼は新しい規則が 10 月 1 日
から有効となることを言い忘れた」 ▪ neglect は目的語に動名
詞を取らず，to 不定詞を取る動詞である。
◆ He neglected his duty of notification.「彼は通知義務を怠った」
0231 □

enlarge [enlX…®dZ]

➥ enlargement (161)

S 〜を拡大する，〜を引き伸ばす
‰ Please enlarge one photo and shrink the other.「写真 1 枚は拡
大し，もう一方は縮小してください」

0232 □

interrupt [ˆntyr?pt]

➥ interruption (120)

S 〜を割り込む，〜を中断する
‰ May I interrupt you for a moment?「失礼ですが，ちょっと口を
はさんでよろしいでしょうか」

◆ I’m sorry to interrupt you, but ～「お取り込み中すみませんが，～」
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lasting [lQstiN]

➥ last (B323)

D 永続する，長持ちする
‰ A short yet direct customer contact developed into a lasting

relationship.「短くても直接お客様と接したことが，永続的な関
係に発展しました」

◆ There are six ways to make a lasting impression at job fairs.
「就職活動フェアで，長く続く印象を残すには 6 つの方法がある」
◆ This is a long-lasting fireproof battery.「これは長持ちする耐火

目標スコア 730

0233 □

性バッテリーです」

breeder [brI…dy®]

➥ breed (114)

A ブリーダー，飼育者
‰ a livestock breeder「畜産業者」

0235 □

install [instC…l]

➥ installation (220)

S 〜を取り付ける，〜を設置する，〜をインストールする
‰ The new communications system is being installed in our

office.「当社には現在新しい通信システムが取り付けられている

目標スコア 800

0234 □

ところです」
ンストールする」
0236 □

constitute [kXnstyt∆¨…t]

➥ constitution (136)

S 〜を構成する

‰ What constitutes a fair price [wage]?「何をもって適正価格［賃
金］としますか」

◆ Can you define what constitutes fulfillment from your work?

目標スコア 860

◆ install new computer software「新しいコンピュータソフトをイ

「あなたの仕事に満足感を与えてくれるものが何であるかを定義

0237 □

flexibility [fl´ksybIlyti]

➥ flexible (B540)

A 柔軟性，融通性

‰ financial flexibility「財務的弾力性」

◆ Our governor always goes by the book, lacks flexibility; he’s
totally inflexible.「我々の知事はいつも規則通りに事を済ませ
て，柔軟性に欠ける - まったく融通が効かない人だ」
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することができますか」

Group
028
001
1

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



0238 □

Rank 3

inn [In]

A 小さな旅館，宿屋
‰ The Asa Park Inn has a courtesy bus.「アサ・パーク・インには
送迎バスがあります」

0239 □

branch [brQntS]

S 分岐する，拡張する A 支店，部門
‰ The boulevard branched off in three directions.「大通りは 3 方
向に分岐していた」

◆ They have branched out their business overseas.「彼らは海外
へ事業を拡張している」

◆ Internet banking requires no branch offices.「インターネット銀
行は支店舗を必要としない」

◆ There are multiple executive branches in the federal
government.「連邦政府には複数の行政部門がある」
0240 □

reputation [r´pjytEiS¥n]
A 評判，名声

‰ We gained a great reputation for writing quality materials.
「私たちは質の高いものを書くことで大評判を博した」
0241 □

lease [lI…s]

A リース，賃貸借契約 S 〜を賃貸する，〜を賃借する
‰ What is the lease period?「リース期間はどのくらいですか」

◆ sign a three-year lease for the office space「事務所用スペースの
ために 3 年間の賃貸契約をする」
◆ lease a rotary press「輪転機をリースする」
0242 □

profile [prOufail]

S 〜を概略を描く，〜を特集する A プロフィール，横顔
‰ This free, 25-page booklet profiles our past local development
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plans.「25 ページから成るこの無料冊子は，弊社の過去の地域

resist [rizIst]

➥ resistant (253), resistance (B538)

目標スコア 800

0243 □

目標スコア 730

開発計画についての概略を掲載している」

◆ The magazine profiled the 10 most influential Christian
leaders in the States.「その雑誌は，アメリカで最も影響力を
持つ 10 名のキリスト教指導者たちのプロフィールを紹介した」
◆ Business Profile - About US「当社に関するビジネスプロフィー
ル」 ▪ 会社案内の表紙などのタイトル。
◆ The business promotion manager explained the profile of the
company.「営業部長が会社の概要を説明した」
◆ The rock singer has long kept a low profile in regard to the
media.「そのロック歌手は，長いことメディアに対して目立た
ないようにしている」 ▪ keep a low profile は「低姿勢を取る，
控 え め な 態 度 を 取 る， 下 手 に 出 る 」 の 意 味 の 重 要 熟 語。in
regard to ～は「～については，～に関して，～に対して」（＝
with regard to ～）の意味の重要熟語。
［参考］profile は [ プロフィール ] ではなく，[prOufail] と発音する。

S 〜を我慢する，〜を耐える，〜に抵抗する
instructions that seem suspicious.「怪しい電子メールの指示
に対しては，（そうしたい気持ちを抑えて）返信しないよう努め
てください」

◆ The government will continue to firmly resist public demands
for further democratic political reform.「さらに民主的な政治
改革を求める国民の要求に対して，政府は今後も断固拒否し続け
るだろう」
0244 □

reschedule [rˆ…skEdZu…l]

目標スコア 860

‰ Please resist the temptation to reply to any e-mail

➥ schedule (B125)

‰ The regular Thursday meeting has been rescheduled for

tomorrow because of the holiday.「木曜日の定期会合は，休
日のため明日に変更されています」
0245 □

attach [ytQtS]

➥ attached (125), attachment (152)

S 〜を添付する，〜を貼り付ける（⇔ detach〔切り離す〕）
‰ Please attach to the document the list of the participants in

the course.「コース参加者のリストを文書に添付してください」
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S 〜の予定を変更する，〜を延期する

Group
029
001
1

◆ Attached please find a copy of my résumé.「添付しました履歴
書をご覧ください」

◆ Attached is a complete list of our products.「当社全製品の一覧
を添付いたします」
0246 □

accelerator [yksElyr´ity®]

➥ accelerate (154), acceleration (235)

A（車の）アクセル，加速器

‰ step on the accelerator「アクセルを踏む」
［参考］米口語では「アクセルを踏む」は，通常 step on the gas, step
on it と言い，「急げ」という意味にもなる。
0247 □

warehouse [wEy®hÅus]
A 倉庫

‰ The shipping department sent a note to a warehouse

manager.「配送部は，倉庫管理者にメモを送った」
◆ We can park at least 10 cars in back of the warehouse.「倉庫の
裏に少なくとも 10 台の車を駐車できます」
◆ a warehouse fire「倉庫の火事」
◆ a warehouse facility「倉庫設備」
0248 □

biotechnology [bÅiyuteknXlydZi]
A 生物工学，生命工学

‰ Cloning is an everyday event in the field of biotechnology.「生
物工学の分野ではクローンは日常茶飯事のことである」
0249 □

nationwide [n´iS¥nwAid]

➥ nation (B91), national (B209), nationality (B378)

D 全国的な，国内の F 全国的に
‰ a nationwide survey「全国的な調査」

◆ nationwide airlines「国内の航空会社」
◆ We have branches nationwide.「弊社は全国に支店があります」
［参考］worldwide「D 世界的な F 世界中に」も覚えておこう。
0250 □

treaty [trI…ti]

➥ treatment (B284), treat (B353)

A 条約，協定
‰ Six nations signed the treaty that called for limiting oil

production.「6 か国は原油生産に制限を設ける条約を締結した」
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summit [s?mit]

A 頂上，首脳（会談）
‰ The summit of the mountain is clearly shown on the photo.「山
頂がくっきりと写真に写っています」

◆ The Sunday paper featured the Group of Seven summit
meeting.「日曜版は先進 7 か国首脳会議を特集していた」
0252 □

refusal [rifjU…zl]

➥ refuse (B435)

目標スコア 730

0251 □

A 拒絶，優先選択権
‰ give ～ a positive [flat] refusal「～にはっきりと断る，にべもな

（先買権）をくれた」
0253 □

drawer [drC…®]
A 引き出し

‰ The craftsman drew customers’ attention to one of the

目標スコア 800

く断る」

◆ The antique dealer gave me first refusal on the grandfather
clock.「骨董品業者は私にその大きな置き時計への最初の交渉権

specifically designed drawers.「職人は特別にデザインされた

bankrupt [bQNkr/pt]

➥ bankruptcy (101)

D 破産して，破綻して

‰ Many small town factories went bankrupt last year.「昨年多く
の小さな町工場が倒産した」 ▪ go [become] bankrupt（倒産
する）の形でよく用いる。
0255 □

pregnant [prEgnynt]
D 妊娠して

‰ How far along are you? - I’m three months pregnant.「妊娠
何か月ですか」「妊娠 3 か月です」（How far along are you? ＝
How many months are you?）
［参考］
「妊娠している」を間接的にいう表現として be expecting がある。
◆ She is expecting.「彼女はおめでたです」（＝ She is expecting
a baby.）
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0254 □

目標スコア 860

引き出しの一つに顧客たちの注意を引きつけた」

Group
030
001
1
0256 □

chimney [tSImni]
A 煙突

‰ This photo shows how chimneys are filling the air with smoke.
「この写真は，いかに煙突が大気を煙で充満させているかを表し

ています」
［参考］工場などに付いている巨大な煙突は，a smokestack という。
0257 □

respectful [rispEktfl]

➥ respectable (162), respectfully (219), respect (B77)

D 礼儀正しい，丁重な，敬意を表する
årespectful と respectable（ちゃんとした，まともな）を区別して覚えて
おこう。

‰ You should act in a more respectful way with your clients.

「あなたはクライアントに対してもっと礼儀正しく振る舞うべき
です」

◆ Mr. Spector is a respectable young man and deserves to be
treated in a respectful way.「スペクター氏はちゃんとした若
者であり，丁重に扱われるべきだ」

◆ They were always respectful of [to] each other.「彼らは常にお
互いに敬意を表していた」
0258 □

facsimile [fqksIm¥li]

➥ fax (B82)

A ファクシミリ（＝ fax）
‰ These days I hardly use my facsimile machine.「最近はほとん
どファクシミリを使っていない」

0259 □

outlook [Autl¨k]

A 見通し，展望，見解
‰ the outlook for the world economy「世界経済の見通し」

◆ He voiced his own political outlook.「彼は自分自身の政治的見解
を口にした」
0260 □

statistics [stytIstiks]

➥ statistical (223), statistically (223)

A 統計（数字）《複数扱い》，統計学《単数扱い》
‰ Statistics indicate [show] that the public supports simpler

pension plans.「統計によれば，人々はもっと単純な年金制度を
支持している」

◆ Dr. Origasa is a leading expert in the field of medical statistics
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tackle [tQkl]

S 〜に取り組む A 道具，滑車
‰ As soon as the secretary was appointed, he tackled the issue

at once.「その長官は任命されるやいなや，ただちにその問題に
取り組みました」
◆ fishing tackle「釣り道具」
◆ a block and tackle「（物を引き上げたりする）滑車」
0262 □

unify [jU…nyfÅi]

S 〜を統合する，〜を一本化する
‰ They tried in vain to unify DVD recording standards.「彼らは

DVD 録画機器の規格を一本化しようとしたが，できなかった」
0263 □

companion [kympQnjyn]

➥ company (B60)

A 仲間，付添い人，手引き

目標スコア 800

0261 □

目標スコア 730

here in Japan.「オリガサ博士は日本における医療統計学分野の
第一人者である」

‰ a drinking companion「飲み友達」

なりません」

◆ This wordbook you’re using now is the best companion to the
TOEIC Test.「あなたが今使っているこの単語集は，TOEIC テ
ストの最高の手引き書です」
0264 □

departmental [dip˛…®tmEntl]

➥ department (B408)

D 部門の，局の

目標スコア 860

◆ Children under age must be accompanied by a parent or
companion.「未成年者は，親か同伴者の付き添いがなければ

supervisor no later than October 7.「必ずこの用紙を 10 月 7
日までに部長に提出してください」 ▪ no later than ～は「～
までに，～よりも遅れることなく」の意味の重要熟語。
0265 □

statement [stEitmynt]

➥ stated (80), state (B238)

A 声明，明細書，報告書，一覧表
‰ make [issue/deliver] an official statement about [on] ～「～に
関して公式声明を発表する」

◆ a joint statement「共同声明」
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‰ Please make sure to submit this form to your departmental
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◆ a bank statement「銀行取引明細書，預金報告書」
◆ an account statement「（預金）取引明細書，勘定一覧表」
◆ a sales statement「販売明細書」
◆ a billing statement「請求明細書」
◆ a dues statement「会費明細書」
◆ a doctor’s statement「医師の診断書」
◆ a financial statement「財務諸表」
◆ a statement of assets「資産目録」（＝ an assets statement）
0266 □

stated [stEitid]

➥ statement (79), state (B238)

D 規定された，明示された，定まった
‰ It’s one of our company’s stated policies.「それは当社の規定方
針の一つです」

◆ It’s part of the stated aim of the institution.「それはその組織が
掲げている目標の一部です」

◆ Please come for an interview on the stated day.「指定された日
に面接を受けに来てください」
0267 □

influential [influEnSl]

➥ influence (B273)

D 有力な，影響力のある
‰ an influential politician「有力政治家」

0268 □

excess [iksEs]

➥ excessive (128)

D 過度の，余分の A 過多，過剰
‰ For a long distance call, excess charges are 10 yen per

minute.「長距離電話では 1 分につき 10 円の追加料金となりま
す」

◆ lay off excess staff「過剰人員を解雇する」
◆ an excess of imports [exports]「輸入［輸出］超過」
0269 □

numerous [n∆U…m¥rys]
D 多数の，数多くの

‰ We interviewed numerous applicants for the position.「我々は
その職に対して多数の応募者を面接した」

◆ We’ve received numerous complaints from customers lately.
「我々は最近顧客から多くの苦情を受けている」
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liberal [lIb¥rl]

➥ liberalization (185), liberate (360), liberation (409), liberty (B405)

D 自由主義的な，進歩的な，寛大な
‰ He has a liberal idea.「彼は自由主義的な考えを持っている」

◆ liberal support「寛大な援助」
0271 □

loyalty [lCi¥lti]

➥ loyal (B496)

A 忠誠心，忠誠

åloyalty と royalty（印税）を区別して覚えておこう。
‰ Mr. Powell feels a deep loyalty to his company.「パウエル氏は

目標スコア 730

0270 □

強い愛社精神を抱いている」

サービスを繰り返し選ぶこと。
0272 □

dictation [diktEiS¥n]

➥ dictator (324), dictate (367)

A 口述，書き取り，指図
‰ The autobiographer skilled in stenography transcribed the

president’s dictation.「速記に長けた自叙伝作家は，社長の口
述を書き取った」

目標スコア 800

◆ customer loyalty「顧客ロイヤルティ」 ▪ 顧客が特定の社の製品・

指図を受けるつもりはない」
0273 □

desert [dizY…®t]

S 〜を見捨てる，〜を捨てる A[dEzy®t] 砂漠
ådesert と dessert [dizY…®t]（デザート）を区別して覚えておこう。
‰ The party was deserted in the middle of a desert.「その隊は，
砂漠の真ん中に置いていかれた」

目標スコア 860

◆ Though I don’t mind doing the work, I won’t accept his
dictation.「私はその仕事をやってもかまわないが，彼からの

◆ The most part of the tiny emirate is desert.「その小さな首長国
0274 □

figure [fIgjy®]

S 〜を推定する，〜を判断する A 数量，数字，桁，図表
‰ I’m also trying to figure that out.「私もそれを解明しようとして
います」 ▪ figure out ～は「～を解明する，～を理解する」の
意味の重要熟語。

◆ Sales figures are to be released every day.「売上数字は毎日発表
されることになっている」
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のほとんどは砂漠です」
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◆ Could you check over the figures?「それらの数字に間違いがな
いか調べていただけますか」

◆ I’m good with figures, so I’m sure I’ve got all the right
measurements.「私は数字に強いので，すべて正しい測定値を
得たと確信しています」

◆ preliminary figures「暫定数字，速報値」
◆ production figures「生産統計」
◆ revenue figures「収益の数値」
◆ Ms. Ramos earns a low six-figure annual income.「ラモスさん
は 6 桁の前半の年収（＝ 20 万から 40 万ドル位）を稼いでいる」
◆ See Figure 5.「図 5 を参照」
0275 □

investigate [invEstyg´it]

➥ investigator (215), investigation (508)

S 〜を調査する，〜を取り調べる（＝ look into ～）
‰ investigate the defects in the brakes「ブレーキの欠陥を調査す
る」

0276 □

residence [rEzid¥ns]

➥ resident (47), residential (83), reside (350)

A 居住，滞在，住宅

‰ Write your country of residence.「居住国名を書いてください」

◆ a residence permit「在住許可証」
◆ He has a residence in Indianapolis.「彼はインディアナポリスに
家を持っています」
0277 □

settle [sEtl]

➥ settlement (342)

S 〜を解決する，定住する，落ち着く，〜を払う，〜を清算する
‰ Let’s wait until the strike is settled.「ストライキが解決されるま
で待ちましょう」

◆ It’s about time you settled down.「もう君もそろそろ身を固めて
もよいころだ」 ▪ settle down は「身を固める，落ち着く」の
意味の重要熟語。

◆ Please make sure your account is settled promptly.「必ず早急
に支払いを済ませてください」

◆ I have finally settled all the debts.「私はやっと借金をすべて清算
しました」
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intentionally [intEnSynyli]

F 意図的に，わざと（＝ on purpose）

➥ intentional (162), intent (275), intend (B447),
intention (B550)

‰ Did he break the vase intentionally or accidentally?「彼はそ
の花瓶をわざと壊したのですか，それとも偶然ですか」
0279 □

messy [mEsi]

➥ mess (63)

D 散らかって，汚い
‰ I haven’t cleaned this room lately, so it’s kind of messy.「この

目標スコア 730

0278 □

部屋は最近掃除していなかったので，ちょっと散らかっているん

0280 □

owe [Ou]

S（〜に）支払う義務がある，（〜の）おかげである
‰ How much do I owe you?「私はあなたにいくら払えばいいです
か」

◆ I owe what I am now to my parents.「私が今日あるのは両親のお
かげです」

◆ I owe you one.「君に一つ借りができた（→ありがとう）」
0281 □

affect [yfEkt]

目標スコア 800

だ」

➥ affection (267)

‰ The rise in prices for raw materials has affected the revenue.
「原料価格の上昇が総収益に影響を及ぼした」

◆ I was deeply affected by her death.「私は彼女の訃報を聞いて，
ひどく心が痛んだ」
0282 □

residential [r´zidEnS¥l]

➥ resident (47), residence (82), reside (350)

D 住宅の，住居の

目標スコア 860

S 〜に影響を及ぼす，〜の心を動かす

commercial and industrial areas.「そのホテルは閑静な住宅街
にあり，商業・工業エリアからは離れています」
0283 □

civic [sIvik]

D 市の，市民の
‰ Join a local civic club.「地元の市民クラブにご入会ください」

◆ a civic center「市民会館」
◆ a civic auditorium「市民公会堂」
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‰ The hotel is in a quiet residential area far away from
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0284 □

reconstruction [rˆ…kynstr?kS¥n]

➥ reconstruct (108)

A 再建築，再構築

å< re（再び）＋ construction（建築）＝ reconstruction（再建築）> と覚
えておこう。

‰ a housing reconstruction program in the wake of the

devastating earthquake「壊滅的な地震後の住宅再建計画」
▪ in the wake of ～は「～に続いて，～を受けて」の意味の重
要熟語。

◆ a reconstruction business「再建ビジネス」
◆ the reconstruction of the security system「セキュリティ・シ
ステムの再構築」
0285 □

landscape [lQn∂sk´ip]

A 景色，景観，全般的状況
‰ We enjoyed Colorado’s dramatic landscapes.「私たちはコロラ
ドの圧倒される景色を楽しんだ」

◆ Look at the landscape from up here.「ここから（＝この上から）
あの景色を見てよ」

◆ the financial landscape「金融情勢，財政状況」
0286 □

hilltop [hIlt˛p]
A 丘の頂上

‰ You can enjoy the fantastic panoramic view from that hilltop.
「あの丘の頂上からは素晴らしい全景を一望できます」
0287 □

observe [ybzY…®v]

➥ observation (38), observance (471)

S 〜を観察する，〜を遵守する，〜に気づく
‰ We observed experienced craftsmen working on their wood

works.「我々は経験豊かな職人達が木工品を創作しているのを
見学した」
◆ Please observe the“No-Smoking”signs in the building.「建物
内の禁煙標示をお守りください」
◆ Have you observed any typographical errors in this report?
「この報告書の中に何らかの誤植を見つけましたか」
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paste [pEist]

S 〜を貼り付ける A ペースト，練り粉
‰ All you have to do is copy and paste the text into an e-mail.

「そのテキストを電子メールにコピー＆ペーストするだけでよい
のです」

◆ tomato paste「トマトペースト」
0289 □

fairly [fEy®li]

➥ fair (B395)

目標スコア 730

0288 □

F まあまあ，かなり，公正に，正当に
durable.「もうすぐ試用者は，このモデルがとても丈夫だとわか
るでしょう」
◆ You can check out the archives fairly easily.「その過去のファイ
ル記録保管庫はかなり楽に検索できます」
◆ compete fairly and squarely with ～「～と正々堂々と競う」
▪ fairly and squarely は「公正に，堂々と」の意味の重要熟語。

0290 □

registered [rEdZisty®d]

➥ registration (44), register (B400)

目標スコア 800

‰ Fairly soon the testers would find this model to be fairly

D 登録された，書留扱いの
「ETS は Educational Testing Service の登録商標です」
◆ Please send all correspondence by registered mail.「すべての
やりとりは書留で送ってください」

0291 □

sympathize [sImpyTÅiz]

➥ sympathetic (247), sympathizer (366), sympathy (B498)

S 共感する，同情する《with》
‰ The voters sympathized with the cause of the party.「有権者

目標スコア 860

‰ ETS is a registered trademark of Educational Testing Service.

はその政党の主張に賛同した」

しょうが，我々がどう感じたかは理解できないでしょう」
0292 □

unity [jU…nyti]

➥ unite (B544)

A まとまり，統一， 一致
‰ The fragile unity of the union members gave way to the

massive layoff.「労働組合員の弱い団結が，大量解雇に屈する
ことになった」
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◆ The boss would sympathize with our situation but wouldn’t
understand how we felt.「上司は我々の状況には同情するで

Group
034
001
1

◆ There is a lack of unity among the units in the table.「この表に
は単位の不一致があります」
0293 □

depressed [diprEst]

➥ depress (167), depression (190)

D 低迷した，不況の，不景気の
‰ a depressed market「低迷市場，不況市況」

◆ a depressed industry「斜陽産業，衰退産業」
◆ depressed stocks「低迷した株」
0294 □

shameful [SEimfl]

➥ shame (B254)

D 恥ずべき

‰ Brad’s behavior in the meeting was absolutely shameful.「会議
中のブラッドの振る舞いはまったく恥ずべきものだった」
0295 □

sincerely [sinsIy®li]

➥ sincere (59), sincerity (93)

F 心から，誠意を持って（＝ genuinely）
‰ We sincerely apologize for the shortage of a single room.「一
人部屋の不足を心からお詫び申し上げます」

◆ Sincerely yours,「（ 正 式 な 手 紙 の 結 辞 ） 敬 具 」（ ＝ Yours
sincerely,）
0296 □

prosperity [prxspEryti]

➥ prosper (276), prosperous (349)

A 繁栄，繁盛

‰ enhance the security, prosperity, and well-being of the nation
「国の安全，繁栄，福祉を高める」

◆ I [We] wish you happiness, health and prosperity for the New
Year.「新年も皆様のご多幸，ご健勝とご繁栄をお祈り申し上げ
ます」 ▪ クリスマスカードや年賀状に格好の英文。
0297 □

vital [vAitl]

➥ vitalize (350), vitality (B497)

D 不可欠な，きわめて重要な，生命の，生命に関わる
‰ It was vital to us for this project to succeed.「当社にとって，こ
の計画の成功は不可欠であった」

◆ vital signs「生命徴候（呼吸，脈拍，体温，血圧など）」
◆ vital statistics「人口動態統計」 ▪ 「人口動態統計」とは出生，死
亡，婚姻等に関する統計のこと。
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managerial [mŒnydZI¥riyl]

D 経営上の，管理の，経営者の

➥ manager (B89), management (B281),
managing (B478), manage (B487)

目標スコア 730

0298 □

‰ managerial procedures「管理運営手順」

◆ managerial assistance「管理職のアドバイス」
◆ managerial reorganization「経営陣の再編」
0299 □

scrap [skrQp]

S 〜を廃棄する A 断片，くず
one instead.「取締役会は我々の提案を完全に破棄し，代わりに
新しいものを作った」
◆ a scrap of paper「紙切れ一枚」
◆ a scrap yard「廃棄場」（＝ a junk yard）
［参考］切り抜き帳（スクラップブック）は a scrapbook という。

0300 □

shredder [SrEdy®]

➥ shred (217)

A シュレッダー，文書裁断機
‰ Our office is equipped with a paper shredder.「うちの事務所に

目標スコア 800

‰ The board entirely scrapped our proposal and created a new

はペーパーシュレッダーが備わっています」

remote [rimOut]

D 離れた，遠隔の
‰ Many of the young doctors here choose to practice medicine in

remote areas.「ここにいる若い医師の多くは，僻地で医療を
行うことを選びます」

◆ a wireless remote control「ワイヤレス・リモコン」
0302 □

ensure [enSUy®]

目標スコア 860

➥ remotely (B480)

➥ surely (B178), sure (B229)

S 〜を確保する，〜を保証する，〜を確かなものにする
‰ ensure continuity of oil supply「石油の継続供給を確保する」

◆ ensure the safety of the employees「従業員の安全を確保する」
◆ ensure long-term stability「長期的な安定を確保する」
◆ ensure a quality product「高品質商品を保証する」
◆ Cooperation within the team is of utmost importance to
ensure the success of the project.「その事業の成功を確実に
するためには，チーム内の協力が何よりも大事だ」

◆ Our mailing list is revised on a regular basis to ensure that
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0301 □
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information is up to date.「弊社のメーリングリストは，情報
を最新にするために定期的に改訂される」
0303 □

underway [¿ndy®wEi]

D 進行中で F 進行中で（＝ in progress）
‰ The renovation is already underway, two weeks ahead of

schedule.「改装はすでに進行中で，予定より 2 週間早いです」
◆ The construction of the new freeway is already underway.「そ
の新しい高速道路の建築はすでに始まっています」
0304 □

promotional [prymOuSynl]

➥ promote (B416), promotion (B446)

D 販売促進用の，宣伝用の，昇進の
‰ promotional materials「販促資料」

◆ a promotional film「プロモーションフィルム，宣伝映画」
◆ a promotional ladder「出世階段」
0305 □

reliable [rilAiybl]

➥ rely (B401)

D 信頼できる，確かな
åreliable と reliant（依存して，当てにして《on》）を区別して覚えておこう。
‰ Our test method is reliable; in fact, no other tests are as
reliable as ours.「当社の実験手法には信頼が置けます。実際，
他社のいかなる実験も当社ほどの信頼性はありません」

◆ Each issue of Money Magazine will provide you with reliable
information on investment tips.「『マネー・マガジン』の各号は，
あなたに投資アドバイスについての確かな情報をお届けします」
0306 □

coordination [kouÇ…®d¥nEiS¥n]

➥ coordinate (286)

A 協調，協同

‰ maintain closer coordination between sales and development
「販売と開発のもっと綿密な調整を保つ」
0307 □

associate [ysOuSi´it]

➥ association (B434)

S 〜を関連させる，提携する A[ysOuSiyt] 同僚，提携者
‰ We are not associated with them.「我々は彼らとは関係ありま
せん」

◆ Mr. Asou was among my close business associates.「アソウ氏
は，私の親しい仕事仲間の一人です」

◆ a sales associate「販売員，店員」
88
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discouraging [diskY…ridZiN]

➥ discourage (117)

D 落胆させる，やる気をそぐような（⇔ encouraging〔励みになる〕）
‰ This year’s sales of our new products have been very

discouraging.「弊社の新製品の今年の売上はどうにも思わし
くない」

◆ It was a rather discouraging experience.「それはかなりへこむ
経験だった」
0309 □

up-to-date [¿ptydEit]

目標スコア 730

0308 □

➥ out-of-date (61)

D 最新（式）の，最近の

lean [lI…n]

S もたれる，〜を傾ける，傾く D スリムな，赤みの
‰ lean against a wall「壁にもたれる」

◆ lean on a desk「机にもたれる」
◆ the Leaning Tower of Pisa「ピサの斜塔」
◆ become leaner「スリムになる」
◆ lean meat「赤みの肉」
0311 □

constant [kXnst¥nt]

➥ constantly (B455)

D 絶え間ない，不変の
‰ We are under constant pressure to cut costs.「我々は常に経費
削減するようプレッシャーをかけられている」

0312 □

contribution [k˛ntribjU…S¥n]

➥ contribute (58)

A 貢献，寄与，寄付（金）

‰ I’d like to acknowledge everyone’s contribution to this

project.「このプロジェクトに対する皆さんの貢献に感謝したい
と思います」

◆ All contributions to the charity bazaar are greatly
appreciated.「慈善バザーへのあらゆる寄付に深く感謝申し上げ
ます」
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0310 □

目標スコア 860

◆ For up-to-date information, visit our Web site at www.up2date.
com.「最新情報については弊社のホームページ www.up2date.
com をご覧ください」

目標スコア 800

‰ up-to-date technology「最先端技術」

Group
036
001
1
0313 □

definitely [dEf¥nytli]

➥ definite (112), definitive (337), define (420), definition (B561)

F 確かに，間違いなく

‰ Definitely.「もちろんだよ，ほんとうにそうね」

◆ Definitely not.「まったく違うよ，絶対にそんなことはない」
◆ It’ll definitely be a plus for you.「それは間違いなく君にとってプ
ラスになるよ」

0314 □

indefinitely [indEf¥nitli]
F 無期限に，永久に

‰ The film’s release was postponed indefinitely.「その映画の公
開は無期延期となった」
0315 □

projector [prxdZEkty®]

➥ projected (249), projection (335), project (B144)

A 映写機

‰ Presenters should choose an overhead projector for

transparencies or a projector for video and slides.「発表者
は透明シート用の OHP か，ビデオ・スライド向けの映写機のど
ちらかを選ばなければなりません」
0316 □

aggressive [ygrEsiv]

➥ aggression (303)

D 積極的な，攻撃的な

‰ Mr. Stanley is well respected as an aggressive executive.「ス
タンリー氏は積極的な重役としてとても尊敬されている」

◆ Mr. Knight sometimes becomes very aggressive toward
customers.「ナイト氏はときに顧客に対して非常に攻撃的にな
る」
0317 □

contemporary [kyntEmpyr´ri]
D 現代の，当代の

‰ It has a modern and contemporary look, but the content is

ancient.「それは見た目はモダンで現代風だが，中身は旧式だ」
◆ blend contemporary and traditional architecture「現代建築と
伝統建築を融合する」
0318 □

widespread [wAidsprEd]

➥ wide (79), widen (486)

D 広範囲にわたる，普及している
‰ Whether it is a fact or not, there is a widespread belief that
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the market determines the currency exchange rate.「事実か
います」

◆ The widespread use of the Internet has transformed the
world into a global village.「インターネット使用の普及が，世
界を地球規模の村へと変容させました」
0319 □

shaded [SEidid]

➥ shade (B429)

D 陰影付きの，木陰の

目標スコア 730

否かは別にして，市場が為替レートを決定すると広く信じられて

‰ The shaded areas on the graph represent our monthly
ます」

◆ a shaded promenade「木陰の散歩道」
0320 □

restructure [ri…str?k†Sy®]

➥ restructuring (203)

S 〜を再編する，〜を再構築する
‰ GM needed to restructure the company’s operations.「GM は
会社の諸事業の立て直しを図る必要があった」

0321 □

eventually [ivEn†Suyli]

目標スコア 800

salaries.「グラフの影がついている部分が我々の月給を示してい

➥ eventual (307), event (B56)

‰ Mr. Soto started a small shop and eventually ran a huge chain

store.「ソトー氏は小さな商店から始め，ついには巨大なチェー
ンストアを経営した」

◆ The shine eventually wears off.「テカリはいずれ消える」
0322 □

pour [pC…®]

S 〜を注ぐ，雨が激しく降る

目標スコア 860

F 結局，ついには，ゆくゆくは

‰ The waiter poured wine into our glasses.「ウェイターは我々の

0323 □

capture [kQptSy®]

S 〜を捕らえる，〜を取り込む
‰ The new product has captured consumer attention.「その新製
品は消費者の注目を集めている」

◆ This program captures screen images from Web site.「このプ
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グラスにワインを注いだ」

◆ It was pouring down outside.「外は激しい雨だった」
［参考］「土砂降り，豪雨」は a downpour という。

Group
037
001
1

ログラムはウェブサイトから画面イメージを取り込みます」
0324 □

primarily [praimEr¥li]

➥ primary (B394)

F 主として，第一に（＝ mainly, chiefly）
‰ I bought the condominium primarily as an investment.「私は
その分譲マンションを主に投資として購入した」

◆ What we must do primarily is get into profit estimation.「我々
が第一にやるべきは，利益の見通しを考えるようにすることだ」
0325 □

modest [mXdyst]

D 謙虚な，ささやかな，そこそこの，質素な
‰ The assistant manager is very modest and gentle.「係長はとて
も謙虚で穏やかな人です」

◆ at a relatively modest cost「比較的手ごろな費用で」
◆ They lived on a modest income in a very modest house.「彼ら
はそこそこの収入で質素な家に住んでいました」
0326 □

conditioning [kyndIS¥niN]

➥ condition (B159)

A 調整

‰ benefits of physical conditioning「健康の恩恵」

◆ an air conditioning system「空調システム」
0327 □

sentiment [sEntymynt]

➥ sentimental (B386)

A（感情的な）考え，意見
‰ We share similar sentiments about the company.「我々は会社
に対して同じ思いを抱いている」

◆ public [popular] sentiment「世論，人心」
0328 □

fascination [fŒsynEiS¥n]

➥ fascinate (40), fascinating (63)

A 魅力，強い興味

‰ What’s the fascination of this city?「この町のどこに魅力を感じ
ますか」

◆ The president has a fascination with space travel.「社長は宇宙
旅行に強い興味を持っている」
0329 □

emphasis [Emfysis]

➥ emphasize (B459)

A 強調，重視（複数形は emphases）
‰ The emphasis is laid on environmental preservation.「重点は
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環境保護に置かれている」

0330 □

illustration [ˆlystrEiS¥n]

➥ illustrated (60), illustrate (121)

A 図解，イラスト，挿し絵
‰ How about if we add a few illustrations to enhance the

clarity of the explanation?「解説の明晰さを増すために，いく
つかイラストを加えてみてはどうですか」

目標スコア 730

◆ put [place/lay] a lot of emphasis on ～「～を非常に重視する」

◆ a children’s book with illustrations「イラスト（挿し絵）の入っ
た児童書」

momentary [mOumynt´ri]

➥ momentum (438), moment (B189)

D つかの間の，瞬間的な

‰ Sipping a glass of iced tea, Mr. Terry is taking a momentary

rest from work.「グラスに入ったアイスティーをすすりながら，
テリー氏はつかの間の休憩を取っている」
0332 □

specifically [spysIfikyli]

➥ specific (130), specify (213), specification (304)

目標スコア 800

0331 □

F 特に，専用に，明確に

‰ These clothes are designed specifically for children.「これら

の提案（企画書）をきっぱりと却下した」

sincerity [sinsEryti]

➥ sincere (59), sincerely (86)

A 誠実さ，誠意

‰ Certainly, there was sincerity and honesty on his part.「確か
に，彼の側には誠実さと正直さがあった」
0334 □

undergraduate [¿ndy®grQdZuyt]
D 学部生の，学部の A 学部生

‰ A graduate or undergraduate degree in commerce is

desirable.「大学院か大学の商科の学位があることが望ましい」
◆ enthusiastic undergraduate students「やる気満々の大学学部生」
◆ I majored in psychology as an undergraduate.「学部生のとき，
私は心理学を専攻しました」

TOEIC L&Rテスト究極単語ADVANCED2700 ためし読み → Webページへ

93

目標スコア 900+

0333 □

目標スコア 860

の服装は子ども専用にデザインされています」

◆ The board specifically rejected our proposal.「取締役会は我々

Group
038
001
1
0335 □

ironic [airXnik]

➥ ironically (56), irony (B568)

D 皮肉な（＝ ironical）
‰ It is ironic that ～「～とは皮肉なことだ」

◆ make an ironic comment「皮肉な発言をする」
0336 □

initially [inISyli]

➥ initial (40)

F 最初は，当初は
‰ The attendance fees must initially be paid.「参加費は最初に支
払われなければならない」

0337 □

accidentally [ŒksidEntyli]

➥ accident (B154), accidental (B434)

F 思いがけなく

‰ I accidentally dropped the camera, and the lens broke.「私は
うっかりカメラを落としてしまい，レンズが割れた」
0338 □

rush [r?S]

A 急ぐこと，殺到，ラッシュアワー S 殺到する，急いで（〜する）
‰ What’s the rush?「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 hurry?）
◆ There’s no rush.「急ぐ必要はないよ，急がなくてもいいよ」（＝
There’s no hurry.）
◆ The classified ad attracted a rush of job applicants.「その求人
広告は応募者の殺到を招いた」

◆ For rush deliveries during rush hours, use our super-bicycle
delivery service.「ラッシュ時の特急配達には，当社のスーパー
自転車配達サービスをご利用ください」

◆ An ambulance rushed to the scene of the traffic accident.「救
急車が交通事故現場に急行した」

◆ I had no choice but to rush to complete the annual report.「私
は 年 次 報 告 書 を 急 い で 仕 上 げ る し か な か っ た 」 ▪ have no
(other) choice but to do は「～の他に選択の道がない」の意味
の重要熟語。
0339 □

ongoing [XngØuiN]

➥ upcoming (104)

D 進行中の，継続中の
‰ the ongoing business slump「現行の不況」

◆ ongoing technological progress「継続的な技術進歩」
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prejudice [prEdZydys]

A 偏見，先入観 S 〜に偏見を抱かせる
‰ racial prejudice「人種的偏見」

◆ He is prejudiced against immigrant workers.「彼は移民労働者
に対して偏見を持っている」
0341 □

reminder [rimAindy®]

➥ remind (B417)

A 思い出させるもの（メモ・注意），催促状，督促状，覚書

目標スコア 730

0340 □

‰ The first collection letter should be a polite but firm reminder

はならない」

◆ Any employee who fails to achieve the sales target will get a
reminder from the boss.「売上目標（ノルマ）を達成できなかっ
た従業員は誰もが，上司から覚書を受け取ることになります」
0342 □

barely [bEy®li]

➥ bare (B545)

F ほとんど〜ない，かろうじて，やっと

目標スコア 800

that payment is past due.「初回に送る督促状は，礼儀をふま
えつつ，支払期限が過ぎていることを毅然と伝えるものでなくて

‰ I could barely hear the chairperson.「私には議長の声がほとん

「生活の収支を合わせる，収入内でやり繰りする」の意味の重要
熟語。

◆ Last night I barely finished the report.「昨夜私はやっと報告書
を仕上げた」 ▪ この例文の barely は，only just に書き換え可
能。
0343 □

approximately [yprXksimytli]

目標スコア 860

ど聞こえなかった」

◆ The man barely makes ends meet every month.「その男性はか
ろうじて生計を立てている」 ▪ make (both) ends meet は

➥ approximate (B515)

‰ This project took approximately six months to complete.「こ
のプロジェクトは完成まで約 6 か月かかった」
0344 □

bury [bEri]

S 〜を地中に埋める
‰ In the city center, electric cables are all buried.「街中では電線
はすべて地中に埋められています」
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F およそ

Group
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0345 □

gaze [gEiz]

S じっと見る，凝視する
‰ Looking for something she could drink, she gazed at the

limited choice of beverages.「何か自分が飲めるものを探そう
と，彼女はごく限られた飲み物の選択肢をじっと見た」
0346 □

fulfill [fulfIl]

➥ fulfillment (395)

S 〜を果たす，〜を実現する
‰ We very much regret that you failed to fulfill the contract.

「弊社は貴社が契約を履行なさらなかったことを誠に遺憾に思い
ます」

0347 □

delete [dilI…t]

S 〜を削除する，〜を抹消する
‰ If you receive suspicious files, delete them immediately.「もし
も疑わしいファイルを受け取ったら，すぐに消去しなさい」
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Rank 1 ======================

0348 □

Rank 4

目標スコア 730



index [Indeks]

A 指標，指数，索引
‰ What is the index of a country’s level of economic development?

ある索引をご覧ください」
0349 □

runway [r?nw´i]
A 滑走路

‰ This plane will start its descent as soon as the runway is clear.
「滑走路が空き次第，この飛行機は下降し始めます」
0350 □

pharmacy [fX…®mysi]

目標スコア 800

「国の経済発展の水準を示す指標は何ですか」

◆ consumer price index「消費者物価指数」
◆ Refer to the index at the very end of the book.「本の一番最後に

➥ pharmacist (232), pharmaceutical (379)

‰ Take this prescription to a pharmacy.「この処方箋を薬局に持っ
て行ってください」

stuff [st?f]

S 〜に詰め込む A 物，腕前
‰ She stuffed her suitcase with clothes.「彼女はスーツケースに洋
服を詰め込んだ」

◆ I’m not hungry yet; I’m still stuffed.「まだお腹は空いていません。
今もお腹がいっぱいです」 ▪ stuffed「満腹して」《形》。
◆ It was really good stuff but kind of expensive.「それは本当に良
いものだったが，多少高かった」

◆ Now’s the time to show your stuff.「ここが君の腕の見せどころ
だよ」 ▪ show one’s stuff は「得意とするところを見せる，自
分の腕前を披露する」（＝ do one’s stuff）の意味の重要熟語。
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0351 □

目標スコア 860

A 薬局（＝ drugstore）

