
英語一列　単語帳

※複数の意味を書いた場合は、本文中の意味を太

字で示しています。

＜1,You＞

（単語）

6, withdraw　引退する引退する引退する引退する、引っ込める、撤退する

8, relinquish　放棄する放棄する放棄する放棄する、譲渡する、断念する

8, default　不戦敗不戦敗不戦敗不戦敗、不履行、怠慢

12, misbehave　ミスをするミスをするミスをするミスをする、無作法にふるまう

19, devastate　圧倒する圧倒する圧倒する圧倒する、荒廃させる

19, stout　丈夫な丈夫な丈夫な丈夫な、太った、勇敢な

20, code　規則体系規則体系規則体系規則体系、法典

21, hasten　せきたてる、急がせる

25, tyro　初心者

25, superlative　最上級の最上級の最上級の最上級の、上級者

29, maverick　一匹狼

36, aspire　切望する

41, exert　努力する努力する努力する努力する、発揮する

44, arduous　多大な労力を要する

51, rudimentary　根本の（ cf. rudiment　基

本）

51, mo(u)ld　形成する形成する形成する形成する、姿、型、かび、土地

52, stagger　動揺させる、驚かせる

53, pile　山山山山、堆積、原子炉

53, discard　捨てる

54, obscure　無名の

55, epigone　亜流

59, aggregate　集合体

58, tenet　主義、信条、教義

64, casual　軽々しい

68, strenuous　弛まぬ、精力的な

69, address　あいさつ、講演

75, maroon 置き去りにする

76, singlehandedly 独力で

78, cannibals 人食い人種

81, scathe 酷評する

82, spring　急に飛び出す、突然現れる

82, fullblown 完全に発達した、本格的な

87, gregarious　群生の群生の群生の群生の、社交的な

89, absurdity ばかげていること

94, elaborate 念入りに説明する

101, together ～を出会わせる

106, count 重要である

137, injunction　命令

（連語など）

14, in terms of　～の観点から

15, nothing other than ～以外の何ものでもない

37, in proportion to　～に比例して

41, exert oneself 最大限の努力する

52, testify to　～が正しいと証言する

60, find one’s way  

（物などが）いつのまにか入り込んでいる

75, a desert island　無人島

82, out of nowhere どこからともなく

98, get at　～を突き止める

135, lay out 明確に表現する

136, follow up A with B 　Aをしたあと Bをす

る

＜2,Fat＞

（単語）

9, innate 生得の

20, glucose ブドウ糖

25, diabetes 糖尿病

33, metabolism 新陳代謝

34, prone ～の傾向がある～の傾向がある～の傾向がある～の傾向がある(to)(to)(to)(to)、うつむきの

42, subcutaneous 皮下の

46, clinical 臨床の

51, sophisticated 複雑な複雑な複雑な複雑な、洗練された

54, endocrine 内分泌の、内分泌物

59, accumulate 積む、貯める

66, secretion 分泌

70, skeletal 骨格の

75, hinder 妨げる、ジャマする

77, pancreas 膵臓

91, infarction 梗塞

96, encroach 侵入する

101, joint 関節

102, dismiss 一笑する



106, cumulative 累積的な

114, alternately 交互に

114, pendulum　振り子

119, propel 推進させる、推進する

120, diagonally 対角線に→ななめに

121, break 力を弱める、減じる

125, locomotion 運動、移動

132, tendon 腱、筋

145, diagram 図表

148, frequency 周波数、振動数振動数振動数振動数、頻度

148, oscillation 振動

153, conservation    節約節約節約節約、保護、保存

（連語など）

10, on the heavy side 太目の

32, basal metabolism 基礎代謝

53, fat tissue 脂肪組織

54, endocrine organ 分泌器官

60, neutral fat 中性脂肪

62, sympathetic nervous system 交感神経

69, fatty acids 脂肪酸

70, skeletal muscles 骨格筋

88, blood vessel(s) 血管

91, myocardial infarction 心筋梗塞

95, take steps 対策を講じる、対処する

101, circulatory system　循環器系

128, in proportion with ～に比例して

＜3,Tradition＞

（単語）

7, grandeur 壮大さ

9, boast 誇る

（A boasts B  Aに優れた特長Bがある）　

11, adjoin 隣接する

11, peak 山頂山頂山頂山頂、峰、痩せこけた

21, infrared 赤外線の

21, celestial 空の、天の

24, facility 設備

25, telescope 望遠鏡

26, story （建物の）階

27, sophisticated 高性能の

32, boast 後押し（する）

36, downright 全く（ネガティブな意味を強め

る）

39, indigenous 土着の

62, exercise （権利を）行使する

69, clash 衝突する

74, reside 位置する位置する位置する位置する、駐在する

74, realm 領域領域領域領域、範囲、王国

77, pre-date より先に起こる（存在する）

79, divine 神の神の神の神の、神学者、予言する

79, deity 神（性）

80, progenitor(s) （直系の）先祖

83, zenith 頂点

86, deliberations 話し合い、議論

87, abridge 制限する制限する制限する制限する、要約する、削減する

91, nature 性質

100, cosmology 宇宙論

100, order 階層、階級、等級

100, reverence 尊敬の念

102, province 領域領域領域領域、場所、教会管区、州、省

107, sanctity 神聖

107, dictate ～を決定する～を決定する～を決定する～を決定する、左右する、指示する

107, guardian 守護者

109, proclaim 宣言する、はっきり示す

113, bastardize 粗悪にする

120, collective 共有された

124, bind 縛る縛る縛る縛る、固まる

130, overthrow 転覆、打倒

133, dine 正餐に招く、食事する

135, takeover のっとりのっとりのっとりのっとり、買収

137 quench 渇きを癒す、消す、感情を静める

　　　→unquenchble

138, autobiography 自叙伝

139, acquisition 取得

140, charm 魅力

150, glide 滑る

152, nature 性質

159, insensitive 無感覚な

169, transcend 超越する超越する超越する超越する、優れている

171, dismantle 撤去する撤去する撤去する撤去する、裸にする

173, kinship 親近感親近感親近感親近感、血縁関係



177, quaint 古風で趣のある（本文では悪い意

味）

177, relic 遺宝

190, heritage 遺産

195, dock ドックに入る

（連語など）

60, clash 集団間の物理的衝突、意見などの衝突

　　（cf. crash クルマの衝突）

91, be of ～ nature ～という性質である

103,122  for  ～というのは…だからだ

148, inspire A to B  

AをBしたいという気にさせる

149, pursue a career in ～を生涯の仕事にする

153, set sail 船出する

186, settle for 仕方なく～で我慢する

    common ground 異なる立場に共通する基盤

191, consumed by （強い感情に）心を奪われる

193, stand still 静止している

＜4,Mathematics＞

（単語）

2, tantalize もったいぶる、じらす

5, power 累乗

8, margin 縁、限界

9, nontrivial 自明でない

10, i.e. すなわち（＝id est）

23, elliptic 楕円の

25, prominent 突出した

25, revival 復活

36, gap 割れ目

38, glare きらきらする光

46, department 部、課

50, esoteric 謎の謎の謎の謎の、秘密の、秘教の

51, dismay びっくりさせる、驚愕

60, encounter 出会い

60, ignite 点火する、発火する

66, apprenticeship 見習い期間

67, halt 停止する停止する停止する停止する、ためらう

67, faculty （Ｕ）教授

68, jade 疲弊してやる気をなくす疲弊してやる気をなくす疲弊してやる気をなくす疲弊してやる気をなくす、翡翠

69, disillusion 幻滅する

73, lackadaisical 投げやりな

76, uncharted 未知の

78, epitome 典型典型典型典型、摘要

78, absentminded ぼんやりした

79, decent まともな、それなりの

80, knot 結び目

80, shoelace 靴紐

80, fastidious 潔癖な、几帳面な

82, sloppy だらしないだらしないだらしないだらしない、ぬかるみの

89, passé 流行遅れの

91, bizarre 怪奇な

92, entity 実体

94, rate 評価する

95, subtraction 引き算

97, symmetry 対称性

98, swap 交換する

98, rotate 回転する、循環する

103, hyperbolic 双曲の

103, tricky 扱いにくい扱いにくい扱いにくい扱いにくい、ずるい

104, constrain 強制する

110, etch エッチングする

111, embed 埋める

122, effectively 実質的には

123, maverick 一匹狼

131, trivial 自明の

141, ally 支持者、同盟国

150, resume 再開する再開する再開する再開する、取り返す、回復、履歴書

158, conjecture 推測（する）

164, surmise 推測（する）

（連語など）

47, a copy of ～の一冊

48, be after ～を探している

49, complex multiplication 虚数乗法

60, change the course of ～の流れを変える

64, be taken under the wing of ~の指導を受け

る

83, be gifted with （才能などに）恵まれている

116, date back to ～に遡る



122, one and the same 同一の

＜5,Objectivity＞

（単語）

11, differentiate 差別する、区別する

12, approximation 近似化

19, variable(s) 変数

31, framework 枠組み、骨組み

35, strive 努力する

55, authority 当局

59, flatly 断固として

63, snipe シギ

64, plover チドリ

75, discrepancy 食い違い

78, ascertain 確かめる、調べる

79, submerge 沈める、沈む

80, employ （物・知識などを）使う

85, amenable 適合する（=suitable）

89, neap 小潮の

93, mean 平均の

160, incorporate 合同させる

171, methodology 方法論

（連語など）

1, take on （意味・性質など）を持つようになる

2, TV ratings 視聴率

6, argue for ～に賛成の議論をする

14, skip over ～を省く、飛ばす

25, in accordance with ～によって

30, at the heart of ～の中央に

36, take A to be B  AをBと解釈する

37, toss out 捨てる

47, keep sight of ～を見失わないようにする

53, a tidal flat 干潟

55, be designed to ～することを目的としている

70, as it turned out 実際には～であった

73, calculate A at B 

 Aを計算してBという答えを出す

84, on the grounds that ～ということを根拠に

93, come up with 算出する（=produce）

141, on site 現場で

145, be fit for ～に適している


