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《これが使い分けの決め手！》まずは right と correct の使い分けを知る
ことが基本中の基本！ 206
一目でカンタン理解！「正しい」系形容詞の使い分け MAP!
「正しい」を意味する語のコロケーションを Check!

208

209

これもマスター！ 形容詞の重要類語グループ③

210

これもマスター！ 形容詞の重要類語グループ④

211

ランク 8 「固い」の使い分けをマスター！ 212
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ランク 10 「激しい」の使い分けをマスター！
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《これが使い分けの決め手！》「怒り」「痛み」「戦い」などを修飾するさま
ざまな類語の使い分けをマスター！
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一目でカンタン理解！「激しい」系形容詞の使い分け MAP!
「激しい」を意味する語のコロケーションを Check!

223

224

これもマスター！ 形容詞の重要類語グループ⑦
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これもマスター！ 形容詞の重要類語グループ⑧
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ランク 11 「いっぱいの」の使い分けをマスター！ 227
《これが使い分けの決め手！》rich, full, filled の使い分けが基本！
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一目でカンタン理解！「いっぱいの」系形容詞の使い分け MAP!
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「いっぱいの」を意味する語のコロケーションを Check!
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さらにワンランク UP! 「いっぱいの」を表す重要表現をマスター！

230
ランク 12 「明確な」の使い分けをマスター！ 231
《これが使い分けの決め手！》clear, obvious, apparent の使い分けが
基本！ 231
一目でカンタン理解！「明確な」系形容詞の使い分け MAP!
「明確な」を意味する語のコロケーションを Check!

ランク 13 「賢い」の使い分けをマスター！
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《これが使い分けの決め手！》「頭の回転が速い」「分別のある」「抜け目の
ない」の類語の使い分けが基本！
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一目でカンタン理解！「賢い」系形容詞の使い分け MAP!
「賢い」を意味する語のコロケーションを Check!

ランク 14 「夢中な」の使い分けをマスター！
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《これが使い分けの決め手！》前置詞が変わるさまざまな「夢中な」を表す
類語の使い分けが重要！
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一目でカンタン理解！「夢中な」系形容詞の使い分け MAP!
「夢中な」を意味する語のコロケーションを Check!
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ランク 15 「不明確な」の使い分けをマスター！ 242
《これが使い分けの決め手！》まずは vague, obscure, dim の使い分け
をマスター！ 242
一目でカンタン理解！「不明確な・わかりにくい」系形容詞の使い分け
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「不明確な」を意味する語のコロケーションを Check!
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ランク 16 「変わった・変な」の使い分けをマスター！
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《これが使い分けの決め手！》ネガティブとポジティブの「変わった」の類
語の使い分けをマスター！
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一目でカンタン理解！「変わった・変な」系形容詞の使い分け MAP!

248
「変わった・変な」を意味する語のコロケーションを Check!
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ランク 17 「大変な・疲れる」の使い分けをマスター！ 250
《これが使い分けの決め手！》hard, difficult, tough の使い分けが基本！
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一目でカンタン理解！「大変な・疲れる」系形容詞の使い分け MAP!
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「大変な・疲れる」を意味する語のコロケーションを Check!
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ランク 18 「ばかげた」の使い分けをマスター！ 253
《これが使い分けの決め手！》stupid, silly, dumb の使い分けが重要！
253
一目でカンタン理解！「ばかげた」系形容詞の使い分け MAP!
「ばかげた」を意味する語のコロケーションを Check!
これもマスター！ 形容詞の重要類語グループ⑨
使い分けに注意が必要な形容詞グループ

256

257

英語の方が用法が多くて便利な形容詞グループ

Chapter 3 名

254

255

257

詞

ランク 1 「お金」系名詞の使い分けをマスター！ 260
《これが使い分けの決め手！》expense, cost, fee, charge の使い分け
が基本！ 260
一目でカンタン理解！「お金」系形容詞の使い分け MAP!
「お金」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「問題」系名詞の使い分け
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264

263

262

ランク 2 「仕事」系名詞の使い分けをマスター！ 265
《これが使い分けの決め手！》work, job, career の使い分けが基本中の
基本！ 265
一目でカンタン理解！「仕事」系名詞の使い分け MAP!
「仕事」を意味する語のコロケーションを Check!

267

268

ランク 3 「道具」系名詞の使い分けをマスター！ 269
《これが使い分けの決め手！》tool, utensil, instrument, apparatus な
ど、さまざまな「道具」の類語の使い分けをマスター！ 269
一目でカンタン理解！「道具」系名詞の使い分け MAP!
「道具」を意味する語のコロケーションを Check!

271

272

ランク 4 「お客さん」系名詞の使い分けをマスター！ 273
《これが使い分けの決め手！》customer, client, guest, visitor の使い
分けが基本！ 273
一目でカンタン理解！「お客さん」系名詞の使い分け MAP!
「お客さん」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「集まり」系名詞の使い分け

275

276

277

ランク 5 「道」系名詞の使い分けをマスター！ 278
《これが使い分けの決め手！》street, lane, trail, track, aisle など、さ
まざまな「道」の類語の使い分けが非常に重要！ 278
一目でカンタン理解！「道」系名詞の使い分け MAP!
「道」を意味する語のコロケーションを Check!

280

281

こ れ も マ ス タ ー ：「手段・方法」系名詞の使い分け

282

ランク 6 「約束」系名詞の使い分けをマスター！ 283
《これが使い分けの決め手！》promise, appointment, reservation,
engagement の使い分けが基本！ 283
一目でカンタン理解！「約束」系形容詞の使い分け MAP!
「約束」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「選択」系名詞の使い分け

285

286

287

ランク 7 「旅行」系名詞の使い分けをマスター！ 288
《これが使い分けの決め手！》trip, travel, tour, journey, voyage など、
さまざまな「旅行」の類語の使い分けをマスター！ 288
一目でカンタン理解！「旅行」系名詞の使い分け MAP!

291
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「旅行」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「ゴミ」系名詞の使い分け

292

292

ランク 8 「エリア・領域」系名詞の使い分けをマスター！ 293
《これが使い分けの決め手！》region, district, zone, field, sphere な
ど、さまざまな「エリア」の類語の使い分けが非常に重要！ 293
一目でカンタン理解！「エリア・領域」系名詞の使い分け MAP!
「エリア・領域」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「国」系名詞の使い分け

295

296

297

ランク 9 「結果・影響」系名詞の使い分けをマスター！ 298
《これが使い分けの決め手！》effect, impact, influence, implication
の使い分けをマスター！ 298
一目でカンタン理解！「結果・影響」系名詞の使い分け MAP!
「結果・影響」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「出来事」系名詞の使い分け

301

302

303

ランク 10 「力」系名詞の使い分けをマスター！ 304
《これが使い分けの決め手！》power, force, strength の使い分けが基本
中の基本！ 304
一目でカンタン理解！「力」系名詞の使い分け MAP!
「力」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「戦い」系名詞の使い分け

306

307
308

ランク 11 「能力・才能」系名詞の使い分けをマスター！ 309
《これが使い分けの決め手！》ability, capability, capacity の使い分け
が重要！ 309
一目でカンタン理解！「能力・才能」系名詞の使い分け MAP!
「能力・才能」を意味する語のコロケーションを Check!

312

313

ランク 12 「考え」系名詞の使い分けをマスター！ 314
《これが使い分けの決め手！》idea, opinion, thought, view, concept,
notion などさまざまな類語の使い分けをマスター！ 314
一目でカンタン理解！「考え」系名詞の使い分け MAP!
「考え」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「事例」系名詞の使い分け
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318

317

316

ランク 13 「特徴・性格」系名詞の使い分けをマスター！ 319
《これが使い分けの決め手！》personality, character, characteristic,
property の使い分けが基本！ 319
一目でカンタン理解！「特徴・性格」系名詞の使い分け MAP!
「特徴・性格」を意味する語のコロケーションを Check!

321

322

ランク 14 「心・感情」系名詞の使い分けをマスター！ 323
《これが使い分けの決め手！》mind, heart, feeling, emotion, spirit の
使い分けが基本！ 323
一目でカンタン理解！「心・感情」系名詞の使い分け MAP!
「心・感情」を意味する語のコロケーションを Check!
こ れ も マ ス タ ー ：「過ち」系名詞の使い分け

326

327

328

ランク 15 「状況・環境」系名詞の使い分けをマスター！ 329
《これが使い分けの決め手！》situation, circumstance, condition,
environment の使い分けが基本！ 329
一目でカンタン理解！「状況・環境」系名詞の使い分け MAP!
「状況・環境」を意味する語のコロケーションを Check!

332

333
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