
単語帳のつづき

＜6,Subjectivity＞

（単語）

4, account 説明

5, simultaneously 同時に

6, inorganic 無機の、無生物の

6, sediment 沈殿物

7, potassium カリウム

8, sulfate 硫酸処理する

20, shade (-s)(-s)(-s)(-s)色合い色合い色合い色合い、濃淡、明暗

30, lumbago 腰痛

60, enhance 高める

70, substitute 代理する代理する代理する代理する、代理させる、代用品

71, intimate 個人的な個人的な個人的な個人的な、私的な私的な私的な私的な、親密な、

72, encounter 出くわす、直面する、遭遇する

81, sphere 領域

93, grim 残酷な残酷な残酷な残酷な、厳しい

93, spare 容赦する容赦する容赦する容赦する、～を惜しむ、～を割く

94, gruesome ぞっとする

95, nausea 吐き気、むかつき

95, convulsion (-s)(-s)(-s)(-s)痙攣痙攣痙攣痙攣、激動、動揺

96, agonize 悶え苦しむ

98, resuscitation 蘇生

100, impart （情報などを）与える

100, fibrillate 心臓が細動する

101, hyperactive 過度に活動的な

102, tell わかる

102, palm 手のひら

102, worm （ニョロニョロ系の）虫

105, oxygenate 酸素を与える

106, stupefy ぼーっとさせる、知覚を麻痺させる

109, glassy 生気のない、うつろな

109, ceiling 天井

110, roar うなるうなるうなるうなる、ほえる、どなる

110, rasp やすりでこする→しわがれた声しわがれた声しわがれた声しわがれた声

110, whoop 叫び声

110, dreadful 恐ろしい、嫌な（dread 恐怖）

111, hound 猟犬

113, rattle ガタガタ鳴る

113, spasm 痙攣

115, desist やめる

119, brace    備える備える備える備える、支柱、鎹、支える、締る

120, anatomical 解剖の

120, chariot （古代の）軽二輪戦車

124, graphic 生々しい

125, onlooker 傍観者

125, clinical 臨床の

127, carer 付き添い人、ホームヘルパー

138, rim えぐる

138, gouge えぐる

139, flip はじけ飛ぶ

139, sail 滑らかに移動する

141, resound 響く

141, eject 噴出する

149, nostril 鼻孔

150, jerk 突然ぐいと動かす

153, pelvis 骨盤

155, sack 布袋布袋布袋布袋、略奪、白ワイン

171, distress 苦しめる、苦痛、苦悩

173, inexplicable 不可解な

174, murkiness はっきりしないことはっきりしないことはっきりしないことはっきりしないこと、濁り

　　　　（cf. murky 水が濁っている）

177, faint 失神する、気絶する

178, cardiac 心臓の

179, dynamics 力学

179, psychosomatics 心身症

187, coma 昏睡

（連語など）

70, in someone’s place ～の代わりに

118, strap oneself in シートベルトを着用する

118, brace oneself 衝撃などに備える

124, at best せいぜい

135, walk a dog 犬を散歩させる

141, be ejected はじきだされる

150, about=around

168, about=around

184, least of all 

（否定の文脈で）とりわけ～はそうである



＜7,Voice＞

（単語）

4, diaspora 集団移住集団移住集団移住集団移住、離散

4, diffusion 拡散

10, headquarters 本部、本社（必ず sがつく）

13, closing 終わりの

28, Mandarin 標準中国語

28, Cantonese 広東語

29, scat メロディを口ずさむ

32, subtitle 字幕

33, refrain 歌の繰り返し

43, extract 引き出す、抜粋する、抽出物

56, verse (-s)歌詞の連

59, digest 消化する消化する消化する消化する、理解する

64, intensity 激しさ

65, subside 静まる

65, meanwhile その間に、とかくするうちに

72, croon 小さな声で口ずさむ

72, imperceptibly 無意識のうちに

78, hum 鼻歌でうたう

81, chase ～を追いかける、追跡

88, compliment 賛辞

92, long 切望する

93, mediocre 良くも悪くもない、平凡な、二流の

94, casual さりげない、何気ない

100, encapsulate 圧縮して簡潔に表現する

105, hence つまりつまりつまりつまり、このため

118, vicinity 付近

126, affluent 裕福な

127, exclusive 限られた人限定の、高級な

127, neighborhoods 地域、地区

131, drive 衝動、意欲

135, undocumented 違法な（書類のない）

141, ancestry 家系、祖先

152, menial 卑しい卑しい卑しい卑しい、下僕

155, moonlight 副業する

163, colloguial 口語的な

163, address ～に話しかける

171, nanny 乳母

172, property 不動産

175, benefits 手当

211, compatriot 同国人

211, humdrum 平凡（な）

217, haven 避難所避難所避難所避難所、港

218, repetition くりかえし

223, adverse 逆の、反対の

226, therapeutic 治療の

（連語など）

7, comes home to～　～を痛感する

9, be based in ～に駐在している

19, convert A into B  AをBに変える

62, halfway through ～の途中で

63, make a fool of myself 笑いものになる

73, ease into ～に徐々に入っていく

135, be confined to ～に閉じ込められている

149, in part because ～という理由もあり

　　　　　（= partly because）

174, under the table 不法にこっそりと

225, speak to （欲求に）応える

＜9,Coffee＞

（単語）

5, prayer お祈り、祈願

6, sprinkle 振り掛ける振り掛ける振り掛ける振り掛ける、水をまく

8, slaughter 虐殺する虐殺する虐殺する虐殺する、大量殺戮、解体処理する

17, brew 熱湯でコーヒーを入れる

21, vanity 虚栄心

22, gluttony 大食い、暴飲暴食

40, tenuous 希薄な希薄な希薄な希薄な、ほっそりとした

58, curl ねじれる、ねじる

68, embroil 巻き込む（in）

70, steer 人を～の方向に導く人を～の方向に導く人を～の方向に導く人を～の方向に導く、舵を取る

76, scar 傷跡、傷跡を残す

80, remnant 名残名残名残名残、破片、残り

82, fort とりで、交易所

84, serenity 平穏、空が澄み渡っていること

89, usher 案内する案内する案内する案内する、案内係、門衛

104, inextricable 脱出できない、ほどけない

108, manner 方法

128, eradicate （犯罪・病気などを）根絶する



136, altitude 高さ、高度

137, blow 強打

138, planter 栽培者、農園主

147, on-site 現地で

164, undermine 有価値のものを徐々に損なわす

168, bountiful 惜しみない、豊かな

176, mount （運動・催し等を）組織する

176, rebellion 反抗、反発（rebel 反抗する）

181, brute 獣、獣的な

184, collapse 折りたたむ

（連語など）

6, May + 主語 + 原型　～でありますように。

17, be woven into ～に織り込まれている

29, bestow A on B  AをBに与える

42, oblivious to ～を意識していない

　　　　（cf. oblivious of ～を覚えていない）

44, out of nowhere どこからともなく

45, throw light upon ～に光を当てる

70, in the face of （困難などに）関わらず

76, aside from ～は別にして

83, an air of ～の雰囲気、様子

89, usher A into～　Aを～に案内する

106, multinational corporations 多国籍企業

115, what ～ is about ～の本質・意義

136, deal a blow to（deal ～ a blow）

～に打撃を与える

171, take over ～を引き継ぐ

182, be played out　事態が展開する

＜10, Poetry＞

15, daring 危険を伴う

25, longtitude 軽度（cf. latitude 緯度）

29, waterfall 滝

39, colonis(z)er 入植民

40, untrodden 未踏の（cf. tread 踏む、歩く）

45, await 待つ

47, predominatly 優勢に

48, indigenous 土着の

48, unprecedented 先例のない

58, intimate 深い深い深い深い、親密な、暗示する

59, tribal 部族の、種族の

59, myth 神話

60, genealogy 系図、家系、系譜、系統

64, strand 岸

67, hollow 穴を開ける穴を開ける穴を開ける穴を開ける、くぼみ、空洞

67, vessel 船

75, seafaring 船乗り

76, incongruous 調和しない

77, component 要素

78, accommodate 収容させる

80, dilapidate ガタガタのガタガタのガタガタのガタガタの、老朽化させる

86, untangle もつれを解く

91, facade 正面

93, surrender 売り渡す売り渡す売り渡す売り渡す、放棄する 

95, wrecker 解体業者解体業者解体業者解体業者、レッカー車（wreck 破

壊）

97, rust さび

97, sill （窓の）下枠

110, perch 据える据える据える据える、止まる

111, creek 小川

112, reunion 再開

117, polymorphic 多形の、多様な

118, fringe 囲む囲む囲む囲む、縁を取る

119, hut 小屋

119, dusky 浅黒い

124, plague 悩ませる、長時間苦しませる

150, meticulously 細部まで気を配って

151, lineage 血統、系統

166, enclave 飛び地

167, atoll 環礁 

168, confine 制限する

175, facet 側面

175, influx 流入

180, decolonization 脱植民地化

183, strive 努力する

194, bubbling 活気のある

194, polygot いくつもの言語を話す

195, communal 共同体の

199, plastic ニセモノのニセモノのニセモノのニセモノの、合成された

222, revitalize 新しい活力を与える



（連語など）

37, in place of ～の代わりに

40, yearn for ～に憧れる

48, assimilate to ～に同化する

56, hand down 若い世代に伝える

67, be hollowed from ～をくりぬいて作られた

117, conjure up 喚起する

125, break away from ～から脱却する

137, take pleasure in ～に快感を覚える

184, be intent on ~ing　～と心に決めている

188, be written into existence 

書かれてはじめて存在した

190, write back ＝自分達で文化を記述すること

196, draw ～ together ～を１つにまとめる

＜11,Voice＞

3, tilt ～を傾ける～を傾ける～を傾ける～を傾ける、傾く、日よけ

4, weird 奇妙な、風変わりな

10, invariable 一定不変の

12, fad 一過性の流行

13, sole 唯一の、靴底靴底靴底靴底、舌平目

34, dangle ぶら下げる、ぶら下がる

36, eaves 軒

42, crookedly ねじれて

44, baffle 困惑させる困惑させる困惑させる困惑させる、くじく、当惑

47, destabilize 不安定にさせる

57, reorient 新しい方向へ向ける

65, reproduce 複製する、複写する

74, normative 標準の

81, chronicle 年代記

82, skew 歪める歪める歪める歪める、歪み、斜めの

85, obsessive 執着のある、こだわりのある

86, collate 対照調査する

88, hallway 玄関

91, boot （英）トランク

94, cite 挙げる

96, cathedral 大聖堂

97, clunky 重くて不細工な

97, merchant 専門家

98, craze 熱狂熱狂熱狂熱狂、発狂する、発狂させる

98, spark 突然生じさせる

99, devotee (-s)(-s)(-s)(-s)熱狂的ファン熱狂的ファン熱狂的ファン熱狂的ファン、帰依者

100, blur 不鮮明さ

100, disenchanted 幻滅した

（enchant 魔法をかける）

101, salvageable 何とか使い物になる

106, surname 姓、名字

110, prowess 優れた腕前

117, guile ずるさ、悪知恵

（本文では否定を伴い「計算されてない」とな

る）

118, wozzy クラクラする

119, veer 曲がる曲がる曲がる曲がる、向きを変える

119, loom    ぼんやり見えてくるぼんやり見えてくるぼんやり見えてくるぼんやり見えてくる、はたおり機

120, capsize 転覆させる

121, gleam ほのかに輝く

122, wheel chair 車椅子

123, chronology 年代記

127, pensioner 年金の

127, quizzical 不思議そうな顔をした

129, whip さっと取り出す（さっと取り出す（さっと取り出す（さっと取り出す（outoutoutout））））、さっと動く

133, intimate 個人的な個人的な個人的な個人的な、親密な、暗示する

139, speed 速く走る

144, irate ひどく怒った

151, stencil ステンシル（刷り込み型）

158, wallow （感情などに）浸る

（連語など）

15, fall over 崩れ落ちる、転ぶ（= fall down）

20, squat down しゃがみこむ

64, in that regard その点において

69, stem from ～に由来する（stem 茎・幹）

88, on the go 抱えている

116, blow up 引き伸ばす

119, loom up ぼんやり見える大きいものが突然

　　　　　　 立ちふさがる

119, flip up 跳ね上がる

131, at least いずれにせよ

136, turn the table 形勢を逆転させる

139, open road 幹線道路



139, zoom past スピードを上げる

148, play with 漠然と抱く


