
この単語集の説明 

 

・(動)、(名)、(形)、(副)、(前) という記号は、それぞれ動詞、名詞、形容詞、副

詞、前置詞を表します。 

 

・(類)は類義語のことを、(反対)は反対語を表します。 

 

・与えられているフレーズの中には、複数の語が太字になっていることがあります。

その太字になっている部分は、必ずセットで覚えるべき部分となります。 

 

・レベルＡで登場する英単語のフレーズには、レベルＡで登場するほかの英単語が

ひんぱんに盛り込まれています。これにより、１つのフレーズになじむだけで、他

の同レベルの英単語にも同時になじむことができます。 

レベルＢの英単語のフレーズに関しては、レベルＡやレベルＢで登場するほかの

英単語がひんぱんに登場します。レベルＣに関しても同様です。これにより、新し

い単語を学ぶ際にも、常に下のレベルの英単語を復習、または、同レベルの英単語

を予習 or 復習することができます。 

 

・さあ、まずは何よりも始めてみましょう。取り組む際には、必ず声にも出す時間

をもうけるとよいですよ。見出しにある英単語と、それについているフレーズに関

して、声に出して呼んでみましょう。 

私自身も、中１のときからずっと、必ず英単語を覚える際には、その発音に注意

して、人のいないところで声に出して確認するようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Level A 

動詞動詞動詞動詞 

 

1. succeed 

s�ksi��d 

(自) (～に) 成功する (in, in ~ing) 

(名) success 成功 

(形) successful 成功している 

succeed in one’s business 仕事で成功する 

succeed in getting the ticket そのチケットを手に入れることに成功する 

 

2. offer 

	�f�r 

(他) ～を申し出る、提供する / ～することを申し出る (to do) 

(名) offer 申し出 

offer the right support 適切な支援を申し出る 

offer one’s seat to the old man その老人に席を譲る 

offer to drive her home 彼女を家まで車で送ることを申し出る 

 

3. bear 

be��r 

(他) ～に耐える 

bear the pressure 重圧に耐える (通例否定文・疑問文で使われます) (類:stand, 

endure, tolerate, put up with, take) 

 

4. discourage 

disk���rid� 

(他) ～を落胆させる、がっかりさせる / A が～するのを思いと

どまらせる (A from ~ing) 

(名) discouragement 落胆、失望 

The news discouraged me. その知らせに私は落胆した (直訳は「その知らせが私を

落胆させた」です) 

(類:disappoint) (反対:encourage) 

discourage him from going there 彼がそこに行くのを思いとどまらせる 

 

5. attract 

atræ�kt 

(他) ～を引く、ひきつける (A to B) 

(名) attraction 人をひきつける（魅力的な）物 

(形) attractive 魅力的な 

attract his attention 彼の注意を引く (類:draw) 

attract children to the show 子供たちをそのショーに引き寄せる 

 

6. adapt 

�dæ�pt 

(自) ～に合わせる、適応する (to ～) 

(他) A を B に適応させる(A to B) 

adapt to a new culture 新しい文化に適応する 

adapt oneself to life in America 自分自身をアメリカでの生活に適応させる 



 

7. demand 

dimæ�nd 

(他) ～を要求する (that… ) 

(名) demand 要求、需要 

demand a thousand dollars 千ドル要求する  

demand (that) they (should) pay the money 彼らがそのお金を払うことを要求す

る (類:require) 

 

8. graduate 

�ræ�d�ueit 

(自) ～から卒業する (from ~)  

(名) graduation 卒業, graduate 卒業生 

graduate from high school 高校を卒業する 

 

9. attend 

�te�nd 

(他) ～に出席する 

(自) ～に注意を払う、注意して聞く (to ~)  

(名) attendance 出席 attention 注意 

attend a meeting 会議に出席する (attend to a meeting とは言えません！) 

attend to what he says 彼の言うことを注意して聞く (類:pay attention to) 

 

10. accept 

�kse�pt 

(他) ～を受け入れる 

(名) acceptance 受け入れること  

(形) acceptable （受け入れられる程度に）まともな 

accept the offer  その申し出を受け入れる(応じる) 

 

11. deliver 

dili�v�r 

(他) ～を届ける / (伝言・知らせなどを)伝える 

(名) delivery 配達 

deliver food and water to the village その村に食料と水を届ける 

deliver sad news 悲しい知らせを伝える 

 

12. block 

bl��k 

(他) ～をふさぐ 

(名) block 区画・障害  

block the street 道をふさぐ 

 

13. respond 

risp��nd 

(自) ～に反応する(to ~) / (手紙などに)返事をする 

(名) response 反応  

respond to the demand その要求に反応する (類:react to) 

respond to a letter 手紙に返事を書く (類:reply to, answer) 

 

14. follow 

f��lou 

(他) ～に従う / ～についていく 

 

follow this rule この規則に従う 



Do you follow me? 私の話分かりますか？（ついてきてますか？） 

 

15. consider 

k�nsi�d�r 

(他) A を B だと考える(A B, A as B, A to be B) / ～だと考え

る (that…) 

(名) consideration 考慮、思慮 

(形) considerate 思いやりがある / considerable かなりの  

consider it true 真実であると考えられている 

=consider it as true  

=consider it to be true  

=consider (that) it is true 

 

16. cause 

k	�z 

(他) A に B を引き起こす (A B, B to A) / A が～する結果を引

き起こす (A to do) 

(名) cause 原因 

cause a lot of problems 多くの問題を引き起こす 

cause you a lot of trouble あなたに多くの面倒をかける 

cause great damage to the city その都市に多くの被害を出す 

What caused him to make such a mistake? 何が彼にそんな間違いをさせたのか？ 

 

17. increase 

inkri��s 

(自) 増える 

(他) ～を増やす 

(名) increase 増加  

Prices are increasing. 物価が上がりつつある 

increase his salary 彼の給料を増やす  

 

18. expect 

ikspe�ct 

(他) A が～すると期待する / ～を期待する (that…)  

(名) expectation 期待 

expect you to help あなたが助けてくれると期待する 

=expect (that) you will help 

 

19. decide 

di�said 

(他) ～することを決心する (to do) / ～だと決心・判断する 

(that… )  

(名) decision 決定  

(形) decisive 決定的な 

decide to study abroad 留学すると決心する 

=decide (that) I will study abroad  

decide (that) he is wrong 彼が間違っていると判断する 

 

20. develop (他) ～を開発する、発達させる 



dive�l�p (自) 発達する 

(名) development 発達 

develop new drugs 新しい薬を開発する 

develop into a big city 発展して大きな都市になる (類:grow, expand) 

 

21. provide 

pr�va�id 

(他) A を B に提供する (A with B, B for A) 

provide the people with food その人々に食料を提供する (類:supply A with B, 

furnish A with B) 

=provide food for the people (類:supply B for A, furnish B for A) 

 

22. continue 

k�nti�nju 

(他) ～を続ける (to do, ~ing) 

(自) 続く 

(形) continual 断続的な / continuous 絶え間なく続く 

continue to study 勉強し続ける (=continue studying) 

continue for three months ３ヶ月間続く 

 

23. appear 

�pi��r 

(自) 現れる / (形容詞)に見える / ～に見える(to do)  

(名) appearance 外見、現れること 

(形) apparent 明らかな、一見上の 

(副) apparently どうも、みたところ 

appear from behind a tree 木の後ろから現れる (類:emerge, show up, turn up) 

appear sad 悲しそうに見える (類:seem, look) 

appear to have no interest in it それにまったく興味がないように見える (類:seem 

to) 

 

24. sound 

sa�und 

(自) (形容詞)な感じがする / (名詞)な感じがする (like ~)  

That sounds interesting. それは面白そうだ (That は省略可) 

That sounds like a good idea. いい考えのようだ (That は省略可) 

 

25. include 

inklu��d 

(他) ～を含む 

(名) inclusion 含むこと (形) inclusive 含みこんでいる  

include important facts 重要な事実をいくつか含んでいる 

 

26. seem 

si��m 

(自) ～のようだ (It seems that… ) / A が～する(～である)よ

うだ (A seems to do)  

It seems (that) they like the idea. 彼らはその考えを気に入っているようだ 

=They seem to like the idea.   



 

27. remain 

rime�in 

(自) (名詞・形容詞)のままでいる / (場所に)残っている 

remain healthy 健康なままでいる  

remain in the room その部屋に残っている 

 

28. reach 

ri��t� 

(他) ～にたどり着く 

(自) 手を伸ばす 

reach the top of the mountain その山の頂上に着く (類:get to, arrive at) 

reach for the key その鍵を取ろうと手を伸ばす 

 

29. allow 

�la�  

(他) A が B することを許す 

We are allowed to smoke here. ここではタバコを吸うことが許されている (類:be 

permitted to) 

 

30. force 

f	�rs 

(他) A が～することを強制する、強いる (A to do) 

(名) force 力、暴力、軍事力 

force him to study 彼に勉強を強いる 

 

31. realize 

ri���laiz 

(他)  ～だと悟る、理解する (that…) / ～を実現する 

(イギリス英語では realise とつづります) 

(名) realization 悟ること、理解すること 

realize (that) we are in danger 自分たちが危険な状態にあるとわかる(悟る) 

(類:become aware of, become conscious of, understand) 

realize one’s dream 夢を実現する  

 

32. require 

rikwa�i�r 

(他) ～を必要とする、要求する (that…) 

(名) requirement 必要、要求 

require a lot of practice たくさんの練習を必要とする (類:need) 

require (that) we (should) do it carefully 私たちがそれを注意深くやることを要求

する (類:demand) 

 

33. suggest 

s�d�e�st 

(他) ～を提案する (~ing, that… ) / ～をほのめかす、示唆する 

(名) suggestion 提案   

suggest (that) we (should) start at once ただちに開始することを提案する 

(should は省略可能です) (=suggest starting at once [目的語に動名詞も取ることが

できます]) 

suggest (that) she is angry 彼女が怒っているということをほのめかす 



 

34. worry 

w���ri 

(自) 心配する(about ~)  

(他) ～を心配させる 

worry about one’s weight 体重の心配をする 

be worried about her health 彼女の健康を心配している (類:be concerned about, 

be anxious about, be uneasy about) 

 

35. wonder 

w"�nd�r 

(他) ～かなあと疑問に思う (if… , 疑問詞) 

(名) wonder 不思議 (形) wonderful (不思議なほどに)すてき

な 

wonder if it is going to rain 雨が降るのかなあ 

wonder what happened 何が起こったのかなあ 

 

36. cost 

k	��st 

(他) (費用が) かかる / A(人)に B(費用など)がかかる 

(名) cost 費用 

cost a lot of money 多くのお金がかかる (過去形も過去分詞形も cost のままで変化し

ません) 

The room costs me 80,000 yen a month. 部屋代は毎月８万円かかる。  

 

37. tend 

te�nd 

(他) ～する傾向がある (to do) 

(名) tendency ～する傾向 (to do) 

tend to eat too much 食べ過ぎる傾向がある (類:be likely to, be liable to, be prone 

to, be apt to, have a tendency to) 

 

38. depend 

dipe�nd 

(自) ～に依存する、頼る (on ~, upon ~)  

(名) dependence 依存  

(形) dependent 依存している 

depend on(upon) oil 石油に依存する (類:rely on, count on, bank on) 

 

39. share 

�e��r 

(他) A を B と分かち合う (A with B) 

(名) share 分け前、分担 

share the information with everyone みなとその情報を分かち合う 

 

40. support 

s�p	��rt 

(他) ～を支える、支持する  

(名) support 支持、支援 

support his opinion 彼の意見を支持する 

 

41. limit 

li�mit 

(他) A を B に制限する (A to B) 

(名) limit 制限、限界 



limit the number to 30 その数を 30 までに制限する (類:restrict) 

 

42. regard 

ri����rd 

(他) A を B とみなす (A as B) 

regard the situation as serious その状況を深刻であるとみなす 

 

43. base 

be�is 

(他) ～に基づいている(be based on ~)  

(名) base 基礎、基盤 / basis 基礎、原則 

(形) basic 基礎的な 

be based on truth 真実に基づいている 

 

44. prevent 

prive�nt 

(他) A が～するのを妨げる(A from ~ing) 

(名) prevention 妨げること、予防 

His injury may prevent him from playing in tomorrow’ game. 怪我のせいで彼は

明日の試合でプレーできないかもしれない (直訳は「彼の怪我は、彼が明日の試合でプレ

ーすることを妨げるだろう」です) 

 

45. reduce 

ridju��s 

(他) A を B まで減らす(A to B)  

(自) (～に) 減る (to ~) 

(名) reduction 減少 

reduce costs 費用を減らす(削減する) (類:decrease, lessen) 

reduce the risk of heart disease 心臓病の危険性を減らす 

reduce the price to 1,000 yen その価格を 1000 円まで下げる 

Her weight redeuced to 40 kilograms. 彼女の体重は 40 キロまで減った 

 

46. prepare 

pripe��r 

(他)～を用意する、準備する / A を B に備えさせる (A for B) 

(他) ～の用意・準備をする (for ~)  

(名) preparation 用意、準備 

prepare dinner 夕食を用意する(作る) 

prepare him for the exam 彼にその試験の準備をさせる 

prepare for the trip その旅の準備をする 

 

47. encourage 

enk���rid� 

(他) A に～するよう励ます、激励する  

(名) encouragement 励まし、激励 

(形) encouraging 人を励ますような  

encourage students to study harder もっと熱心に勉強するよう学生たちを励ます 

(反対:discourage) 

 

48. mistake (他) A を B と勘違いする (A for B) 



miste�ik (名) mistake 誤り 

mistake him for a famous actor 彼を有名な俳優と勘違いする (類:take A for B) 

 

49. prove 

pru��v 

(他) ～を証明する (that…) 

(自) ～だと分かる ([to be] ~) 

(名) proof 証明 

prove the theory その理論を証明する 

prove (that) the earth is round 地球は丸いと証明する 

prove (to be) true 真実だとわかる 

 

50. join 

d�	�in 

(他) ～に加わる 

join the club そのクラブに加わる 

 

51. establish 

istæ�bli� 

(他) ～を確立する、設立する 

(名) establishment 確立すること 

establish world peace 世界平和を確立する 

 

52. relate 

rile�it 

(他) ～に関係がある (be related to ~, be related with ~)  

(名) relation 関係 / relationship 関係 / relative 親戚 

(形) relative 相対的な 

(副) relatively 比較的 

diseases related to(with) stress ストレスに関係がある病気 (to のほうがよりひん

ぱんに使われます) 

 

53. spread 

spre�d 

(自) 広がる 

(他) ～を広める / (新聞とかを)広げる 

spread throughout Asia アジア中に広まる 

spread the rumor そのうわさを広める 

spread the newspaper 新聞を広げる 

 

54. compare 

k�mpe��r 

(他) A を B と比べる (A with B, A and B)  

(名) comparison 比較 

compare Japan with America 日本とアメリカとを比べる 

=compare Japan and America 

 

55. refer 

rif��r 

(自) ～のことを言及する、触れる (to ~)  

refer to the accident その事故のことに触れる 



 

56. supply 

s�pla�i 

(他) A に B を提供する (A with B, B for A) 

(名) supply 供給  

supply Tokyo with vegetables 東京に野菜を供給する (類:provide A with B, 

furnish A with B) 

=supply vegetables for Tokyo (類:provide B for A, furnish B for A) 

 

57. gain 

�e�in 

(他) ～を得る / (時計が) ～だけ進む 

(名) gain 利益、得 

gain experience 経験を得る (類:get, acquire, earn) 

This watch gains 3 seconds a day. この時計は１日３秒進む 

 

58. destroy 

distr	�i 

(他) ～を破壊する   

(名) destruction 破壊  

(形) destructive 破壊的な 

destroy the environment 環境を破壊する 

 

59. apply 

�pla�i 

(他) A を B に適用する、応用する 

(自) ～に応募する (for ~) / ～に当てはまる (to ~) 

apply the rule to everyone その規則をみなに適用する 

apply for the job その仕事に応募する 

The rule applies to everyone. その規則はみなに当てはまる 

 

60. seek 

si��k 

(他) ～を(さがし)求める   

seek advice 助言を求める 

 

61. search 

s��rt� 

(他) A を B を求めて探す (A for B)  

(自) ～を(求めて)探す (for ~) 

search the room for the key その鍵がないか部屋を探す 

search for the key その鍵を探す 

 

62. claim 

kle�im 

(他) ～を主張する (that…) 

(名) claim 主張、要求  

claim (that) it is false それが真実ではないと主張する (類:assert, insist) 

 

63. draw 

dr	� 

(他) ～を引く 

draw a line 線を引く  



draw the curtain カーテンを引く 

 

64. introduce 

intr�dju��s 

(他) A を B に紹介する 

(名) introduction 紹介   

introduce you to him あなたを彼に紹介する 

 

65. perform 

p�rf	��rm 

(他) ～を演じる 

(名) performance 演技 

perform a play 劇を演じる 

perform one’s duty 義務を果たす 

 

66. bore 

b	��r 

(他) ～を退屈させる 

(名) boredom 退屈 

a boring person 退屈な人 (一緒にいてもつまらない人のことです。人を退屈させるよ

うな人) 

get bored and leave 退屈して、去る (直訳は「退屈させられて、去る」です) 

 

67. survive 

s�rva�iv 

(他) ～で死なないで生き残る 

(自) 生き残る 

(名) survival 生き残ること / survivor 生存者 

Most of the passengers survived. 乗客のほとんどが生き残った  

survive the accident その事故で生き残る  

 

68. represent 

reprize�nt 

(他) ～を表す / ～を代表する  

(名) representative 代表者 

On this map brown areas represent deserts. この地図では茶色の地域は砂漠を表す 

represent the company その会社を代表する(会社の代表者となる) 

 

69. argue 

���r�ju� 

(自) ～と議論する (with ~) 

(他) ～だと論じる、主張する (that…) 

(名) argument 議論 

argue with her 彼女と議論(口論)する 

argue (that) this is dangerous これは危険であると論じる(主張する) 

 

70. admit 

�dmi�t 

(他) ～だと認める (~ing, that…) / (入学・入場を)認める 

(自) ～したと認める (to ~ing) 

(名) admission 認めること 

I don’t like him but I admit (that) he is good at his job. 彼が好きではないが、仕

事ができることは認める (「あまり認めたくはないことを、しぶしぶ認める」というニュ



アンスで使います) 

admit one’s mistake 自分の誤りを認める 

admit (to) stealing the key その鍵を盗んだことを認める (類:confess) 

be admitted to the school その学校に入学を認められる 

 

71. approach 

�pro�ut� 

(他) ～に近づく 

(自) 近づく 

(名) approach (接近)方法 

approach the house その家に近づく (他動詞の用法です。approach to ～という言い

方はしません) 

Summer is approaching. 夏が近づいてきている (自動詞にもなります) 

 

72. judge 

d�"�d� 

(他) A が～だと判断する (A to be) / ～だと判断する (that…) 

(名) judgment 判断 

judge a person by appearance 人を外見で判断する 

judged him to be healthy 彼が健康であると判断する 

=judge (that) he is healthy 

 

73. mention 

me�n��n 

(他) A について～にふれる、言う(A to ~) / ～だと言う、述べ

る 

mention the idea to her 彼女にその意見に関して言及する (類:refer to) 

mention (that) the problem is serious その問題が深刻であると言及する (類:say, 

tell) 

 

74. reflect 

rifle�ct 

(他) ～を反射する、反映する  

(名) reflection 反射 

reflect sound 音を反射する 

reflect public opinion 世論を反映する 

 

75. indicate 

i�ndikeit 

(他) ～だとほのめかす、示す (that…)  

(名) indicator 尺度、指標 / indication しるし、兆候 

Research indicates (that) few teachers are satisfied with their salary. 

調査によると、給料に満足している教師はほとんどいないということだ (直訳は「調査は、

ほとんどの教師が給料に満足していないということを示している」です) 

 

76. question 

kwe�st��n 

(他) ～に質問する / ～を疑問に思う 

(名) question 質問、疑問 

question him about the matter その件について彼に質問する 

question their decision 彼らの決定を疑問視する 



 

77. belong 

bil	��# 

(自) ～に属している (to ~)  

belong to the club そのクラブに所属している (状態動詞です。進行形にはできません) 

 

78. acquire 

�kwa�i�r 

(他) ～を獲得する、身に付ける、習得する  

(名) acquisition 獲得、習得 

acquire independence (植民地の国が )独立を果たす  (類 :attain, accomplish, 

achieve) 

acquire the skill その技術を習得する(身に付ける) (類:learn) 

 

79. reply 

ripla�i 

(自) ～に返事をする (to ~)  

(名) reply 返事 

reply to the email そのＥメールに返事を書く (類:respond to, answer) 

 

80. feed 

fi��d 

(他) ～に食事・えさを与える 

feed the bird その鳥にえさを与える (動物だけでなく、人間に対して使ってもＯＫで

す。その際は「えさを与える」とは訳しませよね。「食べ物を食べさせる」くらいに訳し

ましょう) (過去形・過去分詞形は fed です) 

 

81. escape 

iske�ip 

(自) ～から逃げる (from ~)  

(名) escape 逃げること 

escape from reality 現実から逃げる (類:flee) 

 

82. reveal 

rivi��l 

(他) ～を明らかにする、暴露する 

reveal a secret 秘密をばらす(明らかにする) (類:betray ) (反対:hide, conceal) 

 

83. surround 

s�ra�und 

(他) ～を囲む 

be surrounded by trees 気によって囲まれている 

 

84. suit 

su��t 

(他) (服や色が) (人)に似合う 

(形) suitable ～に適している 

Red suits you. 君には赤が似合う 

 

85. estimate 

e�st�meit 

(他) ～を見積もる / ～だと見積もる(that…) 

(名) estimation 見積もり、評価、判断 



estimate the cost 費用を見積もる 

estimate (that) the work will take more than a year その仕事には 1 年以上かか

ると見積もる 

 

86. earn 

���rn 

(他) (お金)を稼ぐ  

earn money お金をかせぐ (類:make money) 

 

87. aim 

e�im 

(自) ～を目指す、狙う (at ~) 

(他) A を B に向ける (A at B) / ～することを目指す (to do)  

(名) aim 目標 

aim at high quality 高品質を目指す 

aim a gun at the target その目標物に銃を向ける 

aim to satisfy one’s customers お客を満足させることを目指す 

 

88. afford 

�f	��rd 

(他) ～する余裕がない (can’t afford to do) (基本的に否定文で

使います) 

can’t afford to buy it それを買う余裕がない 

 

89. confuse 

k�nfju��z 

(他) ～を混乱、困惑させる / A と B を混同する (A with B, A 

and B)  

(名) confusion 混乱 

be confused about the issue その問題に関して困惑している  

confuse the two products その２つの製品を混同する 

confuse her with her sister 彼女を彼女の姉(妹)と混同する 

=confuse her and her sister 

 

90. decline 

dikla�in 

(他) ～を(ていねいに)断る 

(自) おとろえる、減る  

(名) decline 減少、衰え 

decline the invitation その招待を断る (類:reject, say not to) (反対:accept) 

His health declined. 彼の健康は衰えた 

 

91. vary 

ve��ri 

(自) 異なる 

(名) variety 多様さ/ variation 変化、違い  

(形) various さまざまな / varied 多様である 

vary from person to person 人によって違う (類:differ from A to B) 

 

92. remove (他) ～を取り除く  



rimu��v (名) removal 除去 

remove unnecessary rules 不必要な規則を取り除く (類:get rid of, eliminate) 

 

93. insist 

insi�st 

(他) ～だと主張する (that… )  

(自) ～すると主張する (on ~ing) 

(名) insistence 主張 

insist (that) he is right 彼が正しいと主張する 

insist on going out 外出すると主張する 

 

94. examine 

i�zæ�min 

(他) ～を調べる、検査する  

(名) examination 試験、検査 

examine the sample そのサンプルを調べる(検査する) (類:check, inspect) 

 

95. remind 

rima�ind 

A に B を思い出させる (A of B, A that B) 

remind him of the book he borrowed 彼が借りた本のことを彼に思い出させる 

remind him that he borrowed the book from me 彼がその本を私から借りたという

ことを、彼に思い出させる 

 

96. warn 

w	��rn 

(他) A に～しないよう注意、警告する (A against ~, A not to 

do) / A に～だと警告する (A that… )  

(名) warning 警告 

warn him against driving too fast スピードを出しすぎて運転しないよう彼に警告(注

意)する 

=warn him not to drive too fast 

=warn him that he shouldn’t drive too fast 

 

97. connect 

k�ne�kt 

(他) A を B につなげる (A to B) 

(名) connection 接続 

connect a cable to the TV ケーブルをそのテレビにつなぐ 

be connected to the Internet インターネットにつながっている (to の代わりに with 

も使えますが、to がふつうです) 

 

98. match 

mæ�t� 

(他) (服などが) (服などに) 合う  

(名) match 試合、競争相手、良く似合うもの 

This skirt matches this blouse. このスカートはこのブラウスに合う (日本語でも「マ

ッチする」というカタカナ言葉を使いますよね) (類:go well with) (suit は、服・色など

が人に似合う、という意味で使います。fit は、服が人の大きさに合う、という意味で使い

ます。ですので、２つとも match とは違います) 



 

99. contribute 

k�ntri�bju�t 

(自) ～に寄付をする、貢献する、～の一因となる (to ~)  

(他) A を B に提供する  

(名) contribution 寄与、貢献 

contribute to the Red Cross 赤十字に寄付をする 

contribute to his success 彼に成功に貢献する 

contribute to cancer がんの一因となる 

contribute food to them 彼らに食べ物を提供する 

 

100. focus 

fo�uk�s 

(自) ～に焦点を当てる、集中する (on ~) 

(他) A の焦点を B に合わせる、A を B に集中させる 

(名) focus 焦点   

focus on this problem この問題に焦点を当てる(集中する) (類:concentrate on) 

focus our efforts on the problem 我々の努力をその問題に集中させる 

 

101. reject 

rid�e�kt 

(他) ～を（きっぱり）断る、拒絶する  

(名) rejection 拒絶、拒否 

reject his offer of help 助けてくれるという彼の申し出を断る (類:decline, say no to) 

(反対:accept) 

 

102. convince 

k�nvi�ns 

(他) A に～だと納得してもらう、説得する (that…) / A に～する

よう説得する (to do)  

(名) conviction 確信、説得力 

convince him that I am right 私が正しいと彼を納得させる (説得する ) 

(類:persuade) 

convince her to come with me 一緒に来るよう彼女を説得する 

 

103. associate 

�so�u�ieit 

(他) A を B と結びつけて考える、A で B を連想する 

(自) ～と交流を持つ  

(名) association 協会、組合、交際 

associate him with baseball 彼と言うと野球を連想する 

problems associated with cancer がんに関係する問題 (直訳は「がんに関係して連

想される問題」)(類:related to) 

associate with criminals 犯罪者と交流(関わり)を持つ(好ましくない相手に対して使

われることが多いです) 

 

104. rush 

r"�� 

(自) ～に駆けつける、急いで行く (to ~) 

(他) A を B に急いで連れて行く (A to B)   

rush to the scene of the crime その犯行の現場に駆けつける 



rush him to hospital 彼を急いで病院へ連れて行く 

 

105. stress 

stre�s 

(他) ～を強調する  

(名) stress 強調 / (精神の)ストレス   

stress the need for education 教育の必要性について強調する (類:emphasize) 

 

106. rely 

rila�i 

(自) ～に依存する、頼る (on ~)  

(形) reliable 頼れる、信頼できる 

(名) reliance 依存 

rely on America アメリカに頼る(当てにする) (類:depend on, count on, bank on) 

 

107. threaten 

$re�tn 

(他) ～をおどす、おびやかす  

(名) threat 脅威 

threaten him with a gun 銃で彼をおどす 

threaten our life 我々の生活をおびやかす 

 

108. adopt 

�d��pt 

(他) ～を採用する / (子ども)を養子にする  

(名) adoption 採用すること、養子をもらうこと 

adopt the plan その計画を採用する 

adopt a child 子どもを養子にする 

 

109. shake 

�e�ik 

(自) ゆれる、ふるえる 

(他) ～をゆらす、振る  

(名) shake ふること、ゆれること 

The house shook. その家が揺れた (shake, shook, shaken という変化をします)  

The earthquake shook the house. その地震で家が揺れた (直訳は「その地震が家を

揺らした」です)   

shake the bottle そのビンを振る 

 

110. hurt 

h���rt 

(他) (肉体・感情などを)傷つける  

(自) (身体の部位が)痛む 

hurt other people’s feelings 他人の感情を傷つける 

My arm hurts. 腕が痛い 

 

111. operate 

��p�reit 

(他) ～を作動させる、操作する 

(自) 作動する / ～を手術する (on ~) 

(名) operation 手術、操作、運営 

operate a machine 機械を作動させる 

operate on her 彼女に手術する 



 

112. extend 

ikste�nd 

(他) ～を延長する 

(自) ～まで及ぶ、延びる (to ~) 

(名) extension 延長 / extent 範囲、程度 

extend one’s stay 滞在期間を延長する (類:prolong 

Their business extended to America.  彼らの商売はアメリカにまで及んだ 

(類:reach, spread to, stretch to) 

 

113. blame 

ble�im 

(他) A を B に関して責める、非難する (A for B)   

blame her for the accident その事故に関して彼女を責める 

 

114. consist 

k�nsi�st 

(自) (～から)構成される、成る (of ~) / (～に)ある、存在する 

(抽象的な話で使われます) 

consist of many different bones 多くの異なった骨からなる (be composed of, be 

made up of, comprise) 

Leadership consists in understanding people. 指導力とは人々を理解することにあ

る。 

 

115. persuade 

p�rswe�id 

(他) A を～するよう説得する (A に～するよう説得する)  

(名) persuasion 説得 

persuade her to change her mind 彼女に決心を変えるよう説得する 

 

116. admire 

�dma�i�r 

(他) ～に感心する、すばらしいと思う 

(形) admirable 賞賛に値する、すばらしい 

(名) admiration 感嘆、感心 

admire his courage 彼の勇気に感心する(「敬意をもってすばらしいと思う」というニ

ュアンスです) 

 

117. disappoint 

dis�p	�int 

(他) ～をがっかりさせる  

(名) disappointment 失望、がっかりすること 

be disappointed to hear that それを聞いてがっかりしている (この to hear は、「感

情の原因」を表す副詞的用法です) 

 

118. expand 

ikspæ�nd 

(他) ～を拡大させる 

(自) 拡大する 

(名) expansion 拡大 

expand one’s business 事業を拡大させる (類:extend) 

The economy is expanding. 経済が拡大しつつある (類:grow, develop) 



 

119. preserve 

priz���rv 

(他) ～を維持する、保つ  

(名) preservation 維持 

preserve peace 平和を維持する (類:keep, maintain, retain) 

 

120. struggle 

str"��l 

(自) 苦闘する、奮闘する、努力する 

(名) struggle 苦闘 

struggle for survival 生き残るために苦闘する (類:strive) 

 

121. arrange 

�re�ind� 

(他) ～を取り計らう、手はずを整える 

(自) A が～するよう取り計らう (arrange for A to do )  

arrange everything for their visit 彼らの訪問のための手はずをすべて整える 

arrange for somebody to drive you home だれかにあなたを家まで車で送るよう取

り計らう 

 

122. disturb 

dist��rb 

(他) ～の邪魔をする  

I am sorry to disturb you. お邪魔してすみません 

 

123. employ 

empl	�i 

(他) ～を雇う  

(名) employment 雇用, employer 雇用主, employee 被雇用

者、社員, umemployment 失業 

employ new workers 新しい社員(労働者)を雇う (類:take on, hire) (反対:dismiss, 

fire, sack) 

 

124. engage 

en�e�id� 

(他) ～に従事している (be engaged in ~) / ～と婚約している 

(be engaged to ~) 

(名) engagement 婚約、用事 

be engaged in preparing for the party そのパーティーの準備にかかりきりである

(従事している) 

be engaged to her 彼女と婚約している (セットの前置詞を with だと勘違いする人が

多いので気をつけましょう) 

 

125. abandon 

�bæ�nd�n 

(他) ～をあきらめる、  

abandon hope 希望を持つのをやめる (類:give up) 

 

126. display 

disple�i 

(他) ～を表に出す、展示(陳列する) 

(名) display 表に出すこと 



display one’s feelings 感情を表に出す (類:show, exhibit) 

display clothes and bags 衣服やかばんを展示(陳列)する 

 

127. encounter 

enka�unt�r 

(他) ～(偶然)会う  

encounter an old friend 旧友に(ばったり)会う (類:meet by chance, run into, run 

across) 

 

128. exhaust 

i�z	��st 

(他) ～を疲れきらせる  

be exhausted after a long trip 長旅の後で疲れきっている (類:be very tired, be 

tired out) 

 

129. bother 

b��&�r 

(他) ～に迷惑をかける / わざわざ～する (to do) 

The noise bothers me. その騒音がわずらわしい (直訳は「その騒音が私に迷惑をかけ

る、困らせる」です) 

Don’t bother to call me back. わざわざ電話を返してくれなくていいよ 

 

130. concentrate 

k��ns�ntreit 

(他) A を B に集中させる (A on B) 

(自) (～に)集中する (on ~) 

(名) concentration 集中、集中力 

concentrate one’s efforts on writing the report 自分の努力をそのレポートを書く

ことに集中させる (類:focus A on B) 

concentrate on one’s homework 宿題に集中する (類:focus on) 

 

131. adapt 

�dæ�pt 

(自) (～に) 適応する (to ~) 

(他) A を B に適応させる (A to B) 

adapt to life in America アメリカの生活に適応する (類:adjust to) 

=adapt oneself to life in America (類:adjust oneself to) 

 

132. puzzle 

p"�zl 

(他) ～を困らせる、困惑させる 

be puzzled about which to choose どちらを選ぼうか迷っている(困惑している) 

(類:be confused about, be perplexed about) 

 


