
senate 

senator：上院議員 

encompass 

all-encompassing：すべてを含む、包括的な 

antagonist 

antagonistic：敵対的な 

antagonism：敵意、敵対感 

antagonize：反感を買う 

bead 

beaded：ビーズをつけた、玉になった 

beady：（目が）小さくて丸く輝く 

unification 

unify：統一［統合］する 

stigma 

stigmata：聖痕 

stigmatize：汚名を着せる、烙印を押す 

offend 

offence：違法行為、犯罪、気を悪くさせる行
為、侮辱 

offending：不愉快にさせる、問題になる、罪
を犯す 

offender：犯罪者、悪いことをする人［こと］

reap 

reaper：刈り取る人 

mitigate 

mitigation：緩和、軽減 

mitigating：軽減する 

unmitigated：全くの、完全な、緩和されてい
ない 

junk 

junky：ガラクタの、屑物のような

dispatch 

dispatcher：配車係、操車係 

modal 

modality：様式、形式 

evacuation 

evacuate：（危険地帯から）立ち退かせる、
避難する、（胃や腸を）空にする 

deter 

undeterred：阻止されていない 

deterrent：抑止する 

deterrence：制止、抑止、妨害物 

pirate 

piracy：海賊行為、著作権侵害 

cosmos 

cosmic：宇宙の、広大無辺の 

cosmology：宇宙論 

bug 

buggy：ベビーカー、カート、虫が湧いた 

accuse 

accusation：嫌疑の提起、非難、告発、起訴 

accuser：告訴人、非難者 

accusatory：告発［起訴 /非難］する、嫌疑を
提起する 

bud 

rosebud：バラのつぼみ 

budding：つぼみを出しはじめた、新進の 

lame 

lameness：足の不自由な人、不具、不十分 

fragrant 

fragrance：芳香、よい香り、香水 

coward 

cowardice：臆病、卑怯 

hypocrisy 

hypocrite：偽善者 

perennial 

biennial：2年に1度の、隔年の 

triennial：3年ごとの

decennial：10年間［ごと］の 

centennial：百年目の、百周年 

millennial：千年間の 

millennium：至福千年紀、新たな千年が始ま
る時期 

insurrection 

insurgency：反乱（の企て） 

insurgent：反乱者 

roast 

roasting：（肉など）あぶり焼きの、焼けつくよ
うに暑い 

revise 

revision：修正、改定、変更 

dogma 

dogmatic：独断的な 

dogmatism：独断（的な行動、態度） 

simulate 

simulated：模造の、模擬の 

simulator：模擬実験装置 

simulation：模擬実験、真似ること 

dissimulation：しらばくれ、偽装、偽善、 
《精神医学》疾患隠蔽 

speculate 

speculation：推測、当て推量、投機 

speculative：推測的な、思惑買いの、投機的な 

speculator：投機家 

villain 

villainous：悪辣な、不快な、ひどい 

incense 

incensed：激怒した、激憤した 

forge 

forgery：偽造罪、偽造物

limp 

limply：ぐにゃぐにゃに、くたくたに 

accelerate 

accelerant：促進剤、触媒 

accelerated：速度の加わった 

acceleration：加速、加速度 

accelerator：アクセル 

maneuver 

outmaneuver：策略で勝つ、相手の虚を突く 

lament

lamentable：嘆かわしい、痛ましい 

lamentation：悲しみ、嘆き、悲嘆 

bail 

bailout：緊急経済援助 

orator 

oratory：雄弁術、祈祷室、小礼拝堂 

oratorical：演説［雄弁］の 

homicide 

homicidal：殺人の、殺人を犯す 

abyss 

abysmal：最悪の、とてもひどい 

dilute 

undiluted：（水で）薄めていない、水を割って
いない 

jerk 

jerky：がたがた動く、干し肉 

fabrication 

fabricate：捏造する、製作する、組み立てる 

morbid 

morbidity：（精神の）病的状態［性質］、不健
全、罹病率、（特定の病気の）死亡率 

phantom 

phantasm：幻影 

phantasmagoria：幻灯、走馬灯的風景 

phantasmagoric：幻影の、走馬灯のように
変わる
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subscribe 

subscriber：購読者、寄付者、予約購読 
［購入］者 

subscription：購読料、購読、（定期的に支払
う）寄付金［使用料 /会費］ 

owl 

owlish：フクロウのような 

haunt 

haunting：忘れられない 

anarchy 

anarchist：無政府主義者 

anarchic：無政府の、無法状態の 

anarchism：無政府主義 

maze 

mazy：迷路のような、曲がりくねった 

disparity 

disparate：本質的に異なる、共通点のない 

topography 

topographic：地形の、地形学の 

affliction 

afflict：苦しめる、悩ます 

algebra 

algebraic：代数の、代数学的な 

deploy 

deployment：配備 

eruption 

erupt：噴出する、噴き上がる、（感情などが）
爆発する、発疹が出る 

convex 

convexity：凸面、凸状

aviation

aviator：飛行士 

weave 

interweave：織り込む 

weaver：織り手、織工、紡織工 

premier 

premiership：首相職、首相の任期、プリミア・
リーグ 

chronology 

chronological：編年体の、年代順の 

ache 

aching：痛む、うずく、胸を痛める 

achy：痛い 

headache：頭痛 

backache：腰［背中］の痛み 

stomachache：腹痛 

recess 

recession：景気後退、不景気、不況、後退 

recessive：《生物》劣性の 

blur 

blurred：かすんだ、（記憶が）ぼんやりした、
区別がつきにくい 

blurry：ぼやけた、不明瞭な 

obese 

obesity：肥満、肥大 

haze 

hazing：（新入生などの）しごき、いじめ 

hazy：靄がかかった、かすんだ、（記憶などが）
はっきりしない 

slack 

slacker：怠け者 

retina 

retinal：網膜の 

cornea：角膜 

amuse 

amusing：面白い、楽しい 

amused：面白がっている、楽しがっている 

amusement：面白さ、おかしさ、娯楽、遊び 

torrent 

torrential：滝のような 

inflict 

infliction：（苦痛、罰などを）与えること、刑罰、
苦痛、試練 

transcend 

transcendent：超越的な、卓越した 

transcendental：先験的な、深遠な 

transcendence：超越、卓越 

hum 

humming：ぶんぶんいう、ハミングする、精力
のある、活動的な、活発な 

grease 

greasy：油だらけの、脂ぎった、脂っこい、お
べっかの 

cartoon 

cartoonist：漫画家 

twofold 

threefold：3倍の、3つの部分からなる 

tenfold：10倍の 

defy 

defiance：（権力に対する）抵抗 

defiant：反抗的な 

fuss 

fussy：（つまらないことで）大袈裟に騒ぎ立て
る、うるさくこだわる 

vigilance 

vigilant：用心深い、油断のない 

devastate 

devastated：打ちのめされた 

devastation：破壊、荒廃 

devastating：非常に破壊的な、とてつもない
損傷を与える、ひどく衝撃的な、ものすごい、
非常に印象的な 

suspend 

suspense：サスペンス、緊張感 

suspension：停職、停学、出場停止、サスペ
ンション 

emblem 

emblematic：象徴的な、典型的な 

lyric 

lyrical：抒情的な、感傷的な 

tranquil 

tranquilizer：鎮める人、鎮静剤 

tranquility：静穏

tranquilize：鎮静させる

marvel 

marvelous：驚くべき、驚嘆すべき、不思議な、
奇怪な、信じられない、超自然的な 

lunar 

sublunary：月下の、月の影響を受ける、地球
上の、現世の 

polish 

polisher：つや出し器 

monotonous 

monotone：一本調子、（色、音が）単調な 

monotony：単調 

redeem

redeeming：（欠点、失敗などを）償う、埋め
合わせる 

redeemable：埋め合わせのできる

irredeemable：取り返しのつかない

attic 

garret：屋根裏部屋 

ambivalent 

ambivalence：両面価値、相反する感情の併
存、アンビバレンス 

scant 

scanty：わずかな、乏しい 

vest 

vested：所有が定まった、確定した、既得の 

nostalgia 

nostalgic：郷愁の 

anecdote 

anecdotal：（直接の証拠にならない）聞き伝
えの、逸話的な 

inert 

inertia：無力、慣性、惰性 

marsh 

marshy：沼の、沼沢の、じめじめした、沼地の
多い 

strap 

strapping：革ひもの材料、絆創膏、大柄の、
途方もない 

strapless：（衣類に肩の）つり紐のない 



endorse 

endorsement：（公開的な）支持、裏書 

override 

overriding：最優先の、最重要な 

illuminate 

illuminated：明るい 

illumination：照明、（写本などの）彩色、啓蒙、
教化 

illuminating：啓示する、解明する 

illuminative：明るくする、啓蒙的な、彩飾の、
照らす 

geology 

geological：地質学の 

geologist：地質学者 

geologic：地質学の、地質の 

obstinate 

obstinacy：頑固、執拗、強情、（病気の）難治、
頑固な言行 

crusade 

crusader：改革運動家 

consonant 

consonance：一致、調和、協和、協和音 

rattle 

rattler：ガラガラ音を立てるもの、おしゃべり 

rattlesnake：ガラガラヘビ 

occult 

occultism：神秘学、神秘主義 

dignify 

dignified：威厳［品位］のある 

dignity：威厳、品位、尊厳、面目 

undignified：品位のない 

bounty 

bountiful：たっぷりある、豊富な、寛大な 

bounteous：気前のいい 

precede 

precedent：先例、前例、判例 

precedence：優先 

preceding：以前の、前の 

unprecedented： 前例がない、空前の

precession：前進（運動）、先行、優先 

browse 

browser：《コンピューター》ブラウザー、 
本を立ち読みする人 

converge 

convergence：集中性、集合点 

proverb 

proverbial：ことわざの種になった、周知の、
評判の 

sanitary 

sanitation：衛生設備 

unsanitary：非衛生的な、衛生上よくない、
健康によくない 

volcano 

volcanic：火山の、火成の 

hysterical 

hysteric：ヒステリーの発作、ヒステリー患者 

hysteria：病的興奮 

degenerate

degenerative：退行性の 

degeneration：悪化、堕落、退歩 

replicate 

replication：《法律》（被告の答弁に対する）
原告第二訴答 

ginger 

gingerbread：ショウガ風味のケーキ 
［クッキー］ 

intrigue 

intriguing：興味をそそる 

eclipse 

ecliptic：日食の、月食の 

deformity

deformed：奇形の 

deform：変形させる、奇形にする 

deformation：変形、奇形 

tumult 

tumultuous：騒 し々い、動揺した

distract 

distracting：心を乱す、気も狂わんばかりの 

distraction：気を散らすもの、娯楽 

wretch 

wretchedness：不憫、かわいそうなこと、 
惨めなこと、不快 

sponge 

spongy：スポンジのような、柔らかくて吸水
性のよい 

mobilize 

mobilization：動員、戦時体制化 

immobilize：固定する、動けないようにする 

demobilization：動員解除、除隊 

prodigious 

prodigy：神童 

apprehend 

apprehensive：心配な、不安な 

apprehension：懸念、不安、逮捕 

discord 

discordant：調和しない、不協和音の、 
耳障りな 

resonant 

resonance：響き、共鳴、共振 

prefix 

suffix：《文法》接尾辞 

oblivion 

oblivious：気がつかない 

aspire 

aspirant：（地位、栄誉などの）志望者、 
大望を抱く人 

aspiration：熱望、抱負、念願 

aspiring：大望を抱いている、野心のある 

federation 

federate：連合する、連邦化する 

tact 

tactful：如才のない 

tactical：戦術の、戦略的な 

tactician：策略家、策士 

tactic：作戦、策略 

tactless：機転のきかない 

tactile：触覚の、触知できる 

profane 

profanation：神聖冒涜、誤用 

profanity：神聖冒涜、不敬、不敬な言行 

digest 

digestion：消化、消化力 

digestive：消化の 

digestible：消化しやすい 

indigestion：消化不良 

rogue 

roguish：いたずらっぽい 

patriot 

patriotism：愛国心 

patriotic：愛国的な 

renounce 

renunciation：（権利などの）放棄［放棄宣言］、
（禁欲的）自制 

mirth 

mirthlessly：つまらなそうに、陰鬱に、 
悲しそうに 

mirthful：陽気な、笑いさざめく、楽しい、 
にぎやかな 

mirthless：楽しくない 

dictator 

dictatorial：独裁の、君臨する 

dictatorship：独裁政治、独裁国家 

ignition 

ignite：火をつける、点火する 

embark 

disembark：（船、飛行機から）降りる 

embarkation：乗船、搭乗、積載、 
（事業などへの）着手 

tempest 

tempestuous：激情的な、大荒れの 

splash 

splashy：人目を引く 



galaxy 

galactic：銀河系の、乳汁分泌促進の 

intergalactic：銀河系宇宙間の 

starve 

starvation：飢餓、飢え 

ferocious 

ferocity：凶暴さ、野蛮な行為 

frivolous 

frivolity：軽率な振舞い 

herb 

herbivorous：（動物が）草食の 

herbal：ハーブの、薬草の 

herbalist：薬草栽培者、薬草商 

mania 

megalomania：誇大妄想狂、異常な権力欲 

megalomaniac：誇大妄想症患者 

maniacal：狂気の 

maniac：狂人、～狂［マニア］ 

kleptomaniac：窃盗癖の、病的盗癖の、 
窃盗癖 

annihilation 

annihilate：全滅させる、完敗させる、完敗する 

fraternity 

fraternization：親和、親睦、親交 

fraternal：兄弟間の、共済の 

spike 

spiky：先の尖った、釘だらけの、怒りっぽい 

stair 

stairway：階段 

staircase：階段 

mourn 

mourning：哀悼、喪服 

mournful：哀切な 

bake 

baker：パン製造人、パン屋の主人 

bakery：パン屋、製菓店 

sneak 

sneaky：卑劣な、卑怯な 

sneaker：こそこそする人、卑劣な人、 
スニーカー 

cuff 

handcuff：手錠をかける 

refine 

refinement：改善のための方策、精製、精錬、
教養、品位、上品 

refinery：精製工場 

rust 

rusty：錆びた、錆びだらけの、（使用しないた
めに）鈍くなった、下手になった 

mint 

minted：（ことばが）最近できた、薄荷味の、
大金持ちの 

minty：薄荷味の 

secession 

secede：（政党、宗教団体などから）脱退する、
（国家から）分離［独立］する 

colossal 

colossus：大人物、巨人、巨大なもの、巨像 

hawk 

hawker：行商人 

curl 

curly：縮れた、カールした 

stroll 

stroller：散歩する人 

atonement 

atone：罪を償う 

rapture 

rapt：没頭している、心を奪われた 

rapturous：有頂天の、熱狂的な 

enrapture：うっとりさせる、有頂天にさせる 

gasp 

gasping：喘いでいる、息遣いのせわしい、 
ひきつける 

suburb 

suburban：郊外の、平凡な、退屈な

reassure 

reassured：確信を取り戻した、安心した 

reassurance：安心させること、元気づけのこ
とば 

cavern 

cavernous：（声が）深くうつろに響く、 
洞窟のような 

nude 

nudity：裸であること、裸体 

denude：（覆いなどを）はぐ 

denudation：裸にすること、素裸の状態 

flatter 

flattery：へつらうこと 

flatterer：おべっか使い 

unflattering：（服などが）似合わない、こびない

demeanor 

misdemeanor：軽犯罪、非行、不品行 

soy 

soybean：大豆 

elevate 

elevation：昇進、昇格、海抜、高度、高台、 
（程度、量の）増加 

elevated：（地位が）高い、高尚な、（位置が）
高い、高架の 

prosecute 

prosecution：起訴、訴追、告発、訴追側、 
検察側、遂行 

prosecutor：訴追者、検察官、検事 

dispense 

dispensation：特免、施し、制度［体制］ 

dispenser：ディスペンサー［ティッシュ、 
カミソリ、紙コップなどの取り出し容器］ 

dispensary：調剤室、診療所 

atrophy 

atrophied：消耗した、委縮した、衰退した 

figurative 

figuratively：比喩的に 

figuration：定型賦与、比喩的表現

circuit 

circuitry：電気回路の機構 

circuitous：遠回しの 

empathize 

empathy：感情移入、共感 

empathic：感情移入の 

pharmacy 

pharmacist：薬剤師 

pharmaceutical：薬学の、製薬の、薬品、 
調合薬 

rudimentary 

rudiment：基本、根本 

flaw 

flawed：欠点のある 

flawless：傷一つない、欠点のない 

crank 

cranky：奇妙な、不機嫌な 

brace 

bracing：（空気などが）爽やかな 

grind 

grinder：研磨機、粉砕機 

grinding：苛酷な 

grindstone：砥石 

sap 

sappy：樹液の多い、精力的な、活力に富む 

batter 

battered：使い古した、擦り切れた、殴られた、
虐待された 

contagious 

contagion：（接触）伝染［感染］ 

refractory 

refraction：屈折 

refract：屈折させる 

coma 

comatose：昏睡状態の、放心状態の 

fluent 

fluency：（ことばの）流暢さ、なだらかさ



oracle 

oracular：神託のような、謎めいた 

incline

inclination：（心の）傾向、性向、傾斜、 
（頭などを）傾けること 

disinclination：気が進まないこと、気乗り薄 

disinclined：気が進まない、いやいやながらの 

peel 

peeler：皮むき器 

bump 

bumpy：（地面などが）でこぼこの、浮き沈み
の激しい 

bumper：バンパー、非常に大きな［たくさんの］

bumptious：生意気な、尊大な 

detriment 

detrimental：有害な 

foresee 

foreseeable：予知できる 

foresight：先見の明、予知力 

prostitute 

prostitution：売春、（才能などを）悪用すること

idiom 

idiomatic：慣用語法を用いた、いかにもその
国語らしい 

parasite 

parasitism：寄生（生活） 

parasitic：（病気が）寄生虫による、寄生する、
寄生的な 

pivot 

pivotal：中枢の 

fry 

fryer：フライパン、フライ用の若鶏 

predator 

predatory：略奪する、捕食性の、弱い者を 
食い物にする 

peach 

peachy：（色、形、味などが）モモのような、す
ばらしい、すてきな

impede 

unimpeded：妨げられていない、障害のない 

impediment：妨害物、言語障害 

brood 

brooding：ふさぎこんだ 

broody：（女性が）ひどく子どもを欲しがる、
抱卵しようとする、陰気な 

pendulum 

pendulous：ぶら下がっている 

seam 

seamless：継ぎ目なしの、よどみのない 

thorn 

thorny：（問題などが）困難な、とげのある 

locomotive 

locomotion：運動［移動 /歩行］能力 

enlist 

enlistment：軍籍編入、募兵、軍籍期間 

equator 

equatorial：赤道の 

aroma 

aromatic：芳香のある 

apocalyptic 

apocalypse：世界の終り 

evade 

evasion：（責任などから）　逃れること、回避、
ごまかし 

evasive：巧みにごまかす 

evasively：回避的に、ごまかして 

infallible 

fallible：誤りやすい 

fallibility：誤りやすさ 

dentist 

dental：歯牙の、歯科の 

tidy 

untidy：だらしない、乱雑な、不精な、取り散
らかした

flare 

flaring：ゆらゆら［メラメラ］燃える、華美な、
けばけばしい 

pomp 

pompous：もったいぶった 

valiant 

valiantly：勇敢に、立派に 

valor：勇気、勇敢、豪勇 

supervise 

supervision：監督、管理、教授による個人指導

supervisor：監督官、管理者、指導教授 

contiguous 

contiguity：接触、近接 

iniquity 

iniquitous：不正な 

averse 

aversion：大嫌い、嫌悪感 

bribe 

bribery：賄賂行為 

traction 

tractable：扱いやすい 

intractable：手に負えない 

tractor：トラクター、牽引車 

chivalry 

chivalrous：（女性に）礼儀正しい 

chivalric：騎士道の、騎士的な 

congratulate 

congratulation：祝いのことば、おめでとう！ 

pluck 

plucky：勇気のある、断固たる態度の 

fable 

fabulist：寓話作家、話し手 

confabulation：作話（症） 

defer 

deferred：延期された、据え置きの、徴兵を
猶予された 

humid 

humidity：湿度、湿気 

bridle 

unbridled：抑制されていない 

pessimistic 

pessimist：悲観主義者 

pessimism：悲観的な考え［気分］、悲観主義

longitude 

longitudinal：縦（方向）の、長さの、ある期間
にわたる、経度の、経線の 

oscillation 

oscillator：発振器、振動子 

oscillate：（意見などが）ぐらつく、振動する

flint 

flinty：非情な、火打石質の 

symphony

symphonic：交響楽の、協和音の 

gloss 

glossy：光沢のある、見かけのよい、高級雑誌

gallop 

galloping：急速に増大する、（病気が）急速に進む

conceit 

conceited：うぬぼれた 

corporeal 

incorporeal：無形の、霊的な、実体のない 

insulate 

insulator：絶縁体 

insulation：絶縁処理 

incarceration 

incarcerate：監禁する、投獄する 

odious 

odiousness：憎らしいこと、不快 

odium：憎悪 

seclusion 

seclude：隠遁させる、孤立させる

stellar 

interstellar：恒星間の、惑星間の 

visceral 

eviscerate：内臓を除去する、（議論などを）
骨抜きにする 



abject 

abjection：哀れな状態、卑賤、《植物》胞子
放出 

scrape 

scraping：削りくず 

scraper：こそげる道具 、スクレーパー

circumcision 

circumcise：割礼を施す

compile 

compilation：編集物、編集、編纂 

compiler：編集者、編纂者、《コンピューター》
コンパイラー 

excretion 

excrete：排泄［分泌］する 

excretory：排泄の 

excrement：糞便、排泄物 

patriarch 

patriarchal：家父長制の、家父長的な 

animate 

animated：活気に満ちた、活発な、動画の、
アニメの 

animation：生気、活気、アニメ、動画 

reanimate：生き返らせる、蘇生する 

inanimate：無生物の、死んだ、活気のない 

reanimation：蘇生、復活、鼓舞、激励 

impair 

impaired：損なわれた、害された、障害のある

impairment：（心身の）障害 

ascetic

asceticism：禁欲主義 

ponder 

ponderous：重 し々い、どっしりした、重くて取
り扱いにくい、（話などが）冗長な 

numb 

benumb：（寒さなどが～を）無感覚にする、凍
えさせる、（心などを）鈍くする、ぼんやりさせる

numbing：麻痺させる、気が遠くなるような 

rouse 

rouser：覚醒者、喚起するもの 

rousing：鼓舞する、活発な、奮起させる 

arouse：（感情などを）引き起こす、刺激する、
奮起させる 

aroused：興奮した 　

arousing：刺激的な 

arousal：覚醒、喚起、刺激 

blot 

blotter：吸い取り紙、（警察の）事故記録簿 

felony 

felon：重罪犯人、悪党 

felonious：重罪の、凶悪な 

dedicate 

dedicated：専念する、献身的な 

dedication：専念、献身、献納［献呈］式、献
呈の辞 

mend 

mending：繕い物、修繕、修繕するべきもの、
破損品 

tumble 

tumbledown：崩れかかった、荒れ果てた 

tumbling：タンブリング 

membrane 

membranous：膜の、（病気などが）膜を生じる

edible 

inedible：食べられない、食用に適さない 

augment 

augmentation：増加、増加物、（音楽での）
主題の拡大 

meditate 

meditation：瞑想、黙想、瞑想録 

premeditated：（犯行などが）事前に計画さ
れた、計画的な 

unpremeditated：（犯行などが）事前に計画
されたのではない 

premeditation：前もって計画すること、故意 

deduct 

deductible：控除できる 

ductility：延性、柔軟性、従順

freak

freakish：気まぐれな、奇異な 

freaky：奇異な 

quadrant 

quadrangular：四角形の、四辺形の 

quadratic：二次方程式、正方形の 

austere 

austerity：耐乏状態、禁欲、厳格、耐乏生活 

erratic 

erratically：並外れて、でたらめに 

erratum：誤字 

refresh 

refreshment：（軽い）飲食物、元気回復 

refreshing：すがすがしい、元気づける 

refresher：元気を回復させるもの、清涼飲料 

assimilate 

assimilation：吸収、同化 

zoo 

zoology：動物学 

zoologist：動物学者 

knob 

knobby：こぶの多い、でこぼこの、小山の多い、
（問題など）困難な 

spice 

spicy：香辛料を入れた、（話などが）痛快な、
ややきわどい、（批判などが）辛辣な、ぴりっ
とする 

perspiration 

perspire：汗を流す、発汗する 

glacier 

glacial：氷河の、氷河時代の、冷やかな、氷の
ように冷たい、冷淡な 

disperse 

dispersal：解散、分散、拡散 

dispersion：拡散、分散 

firsthand 

secondhand：間接の、また聞きの、中古の、
間接に 

beforehand：あらかじめ、前もって 

libel 

libelous：中傷する、名誉棄損の 

refute 

irrefutable：反駁できない 

refutation：論駁、反駁、論証 

bustle 

bustling：慌ただしい、混雑した 

interpolation 

interpolate：口をはさむ、（文に）書き入れを
する 

constipation 

constipated：便秘の 

adore 

adoration：敬慕、崇拝 

adorable：愛らしい 

adorer：崇拝者 

adoring：崇拝する 

philanthropy 

philanthropic：情け深い、博愛主義の 

philanthropist：慈善家、博愛主義者 

delinquent 

delinquency：非行、犯罪 

psychosis 

psychosomatic：心身相関の 

psychopathic：精神病の 

mingle 

intermingle：混ぜる 

versatile 

versatility：多才、万能 

infernal 

inferno：地獄、猛火 

howl 

howling：（暴風などが）吠える、吹きすさぶ、
ものすごい、途方もない 

drip 

dripping：ずぶぬれの、滴の垂れる、（加熱し
た肉から滴る）脂汁 



drippy：間の抜けた、感傷的な、液状の、滴が
垂れる 

labyrinth 

labyrinthine：複雑な、迷宮の 

refund 

refundable：返済できる、払い戻しできる 

subdue 

subdued：（気分などが）沈んだ、押さえられ
た、抑制された、（光、色などが）柔らかな、低
くした、不活発な 

barbarian 

barbaric：野蛮な、野蛮人の 

barbarous：残酷な、残忍な、粗野な 

chunk 

chunky：分厚い、ずんぐりした、（食べ物が）
粒 の々ある 

avenge 

avenger：復讐する人、仇を討つ人 

tangle 

tangled：もつれた、複雑な、からんだ 

untangle：（もつれを）解く、（紛争などを）解
決する 

entangle：（糸などを）もつれさせる、（服など
を～に）からませる、（面倒などに）巻き込む 

filth 

filthy：不潔な、淫らな、（天候が）実にひどい 

filthiness：不潔、汚いこと、卑猥 

attest 

attested：証明された、（牛乳、牛が）無菌と
保証された、公定基準合格の 

attestation：証明、立証、証拠 

fervor 

fervent：熱烈な、強烈な 

fervid：熱烈な 

perfervid：非常に熱心な、熱烈な、熱情的な 

sarcastic 

sarcasm：皮肉、あてこすり 

devour 

devouring：むさぼる、熱烈な、強烈な 

conical 

conic：円錐の 

astute 

astuteness：機敏、巧妙、鋭利 

overwhelm 

overwhelming：圧倒的な、あまりにも強力な、
抗しがたい 

audacity 

audacious：大胆な 

distort 

distortion：ゆがめること、（事実の）歪曲、こじ
つけ、曲解、ゆがめられた話 

acquiescence 

acquiesce：黙認する 

acquiescent：おとなしく従う、黙従する、黙
認する 

stagnant 

stagnation：沈滞、不振、不景気 

stagnate：（活動などが）沈滞する、不振に陥
る、淀む 

renown 

renowned：有名な、名声のある 

subtraction 

subtract：引く、控除する 

axiom 

axiomatic：自明の、格言的な 

chew 

chewy：（固くて）よくかむ必要のある

deduce 

deductive：演繹的な、推理の 

deduction：推論、演繹、控除（額） 

complicity 

complicit：共謀した、連座した 

granular 

granulation：粒状化、顆粒にすること 

configuration 

configure：形成する、配列する

gratify 

gratification：満足感、喜悦 

gratifying：満足な、愉快な 

abstain 

abstainer：棄権者、禁酒家 

abstention：棄権、自制 

abstinence：自制、禁欲 

abstinent：禁欲的な、自制する 

meager 

meagerness：貧弱、不十分 

meagerly：貧弱に、欠乏して 

allergy 

allergic：アレルギー体質の、アレルギー性の、
大嫌いな 

mystic 

mystical：謎めいた、神秘主義の 

mysticism：神秘主義 

mystify：心を迷わせる 

mystique：（教義などにまつわる）神秘性、神
秘的雰囲気 

degrade

degradation：降格、不面目、低下、悪化 

degrading：不面目な、不名誉な 

biodegradable：微生物分解性の 

commend 

commendable：称賛に値する 

commendation：称賛、（領土の）委任、賞［勲
章］、賛辞 

plural 

plurality：多数、超過得票数、《文法》複数 

ephemeral 

ephemera：極めて短命なもの、カゲロウ、し
ばらく使って捨ててしまうもの 

eradicate

eradication：根絶、撲滅、消去 

gamble 

gambler：博打打ち、賭博師、相場師

insolent 

insolence：横柄、傲慢、無礼、横柄な態度 

hypnotize 

hypnosis：催眠、催眠状態 

hypnotic：催眠術の、催眠状態の 

hypnotism：催眠術 

hypnotist：催眠術師 

recital 

recite：暗誦する、列挙する 

recitation：暗誦、朗読、朗誦 

coronation 

coronal：王冠、王冠の、《天文》コロナの 

corona：（太陽、月の）暈［コロナ］ 

ovary 

ovarian：卵巣の、《植物》子房の 

detain 

detention：拘留、（生徒の）放課後の止め置き 

fathom 

unfathomable：不可解な、測り知れない、推
測できない 

scramble 

unscramble：（暗号などを）解読する、（乱れ
たものを）元に戻す、きちんと整理する 

complacency 

complacent：自己満足の、愛想のいい、独り
よがりの 

grate 

grater：おろし金 

grating：鉄格子、耳障りな 

revolve 

revolver：（回転式）連発拳銃、リボルバー 

inauguration 

inaugurate：就任させる、開始する、（公的な
ものの）開始式を行う 

inaugural：就任式の、開会の 

abominable 

abominate：憎悪する、忌み嫌う 

abomination：嫌悪すべきもの 



abominably：忌まわしく、ひどく 

hinge 

unhinged：蝶番を外した、不安定な、混乱した 

surpass 

surpassing：優れている、優秀な、無比の 

chaste 

chastity：（肉体的な）純潔 

denounce 

denunciation：公然の非難 

customize 

customized：個人の希望に合わせた 

sluggish 

slug：ナメクジ、（ストレートで飲む）強い酒の
１杯、弾丸、（拳で）強く打つ、強打する 

recur 

recurring：繰り返し発生する、循環する 

recurrence：繰り返し、反復、再発 

jeopardy 

jeopardize：危うくする、危険に陥れる 

shave 

unshaven：ひげを剃っていない 

shaving：ひげ剃り、削りくず、割引 

repel 

repellent：不快な、嫌な、（水などを）はじく 

concur 

concurrence：（意見などの）一致、同意、同
時発生 

karma 

karmic：業の、宿命的な 

solicit 

solicitation：懇願、せがむこと、哀願、（売春
婦の）誘惑 

solicitude：気遣い 

solicitor：販促員、事務弁護士 

solicitous：気遣う 

annotation 

annotate：注釈をつける

pierce 

piercing：刺し通す、身に沁みる、耳をつんざ
くような、辛辣な 

enclose 

enclosed：（塀などを）巡らした、同封した、外
界との接触を断たれた 

enclosure：囲いをした場所、同封されたもの 

carve 

carving：彫刻物、彫刻［術］ 

carver：彫刻家、（食卓で）肉を切り分ける人、
肉切りナイフ 

grudge 

grudging：不承不承の 

begrudge：妬む、（出し）惜しむ 

resilient 

resilience：弾力、復元力 

repress 

repression：弾圧、鎮圧、抑圧 

repressive：抑圧的な、押さえつける 

irrepressible：活力に溢れた、押さえきれない

zest 

zesty：強い風味のある、刺激を与える 

expel 

expulsion：放逐［追放］、放校、除名 

displace 

displaced：追放された、流民の 

displacement：（生地などからの）立ち退き、
（船の）排水量 

counterfeit 

counterfeiting：貨幣偽造 

menopause 

menopausal：閉経期の 

purify 

purifier：浄化装置 

purification：浄化、精製 

etching 

etch：エッチングする、刻む

dexterity 

dexterous：（手先の）巧みな、器用な 

enroll 

enrollment：登録、記載、入学、入隊 

alumni 

alumnus：同窓生 

sew 

sewing：針仕事、裁縫、裁縫道具 

sewer：裁縫師、下水溝、下水道 

semen 

seminal：生殖の、精液の、発生の 

belligerent 

belligerence：好戦性、闘争性、交戦、戦争 

belligerency：交戦状態 

renovation 

renovate：新しくする、改造する、修繕する 

agile 

agility：敏捷、機敏 

lunatic 

lunacy：愚行、狂気の沙汰 

slander 

slanderous：抽象的な、誹謗する 

elliptical 

ellipse：楕円 

volley 

volleyball：バレーボール 

blasphemy 

blasphemous：不敬の、冒涜的な 

blaspheme：（神聖なものを）冒涜する 

clutter 

cluttered：散らかった、ごちゃごちゃした 

genus 

generic：包括的な、総称の、（薬品が）後発の
［一流銘柄でない］ 

generically：一般的に、総括的に 

handicap 

handicapped：（身体的・精神的）障害のあ
る、障害がある 

felicity 

felicitous：（行動などが）適切な、うまい 

felicitation：祝詞、祝い 

spasm 

antispasmodic：痙攣止めの薬、鎮痙剤 

sparkle 

sparkling：きらめく、発泡性の、才気あふれ
る、元気のよい、華 し々い 

sparkly：火花を散らす、きらめく、生気に満ち
た、活気のある、発泡性の 

thwart 

athwart：横切って、反対して、こじれて 

fasten 

fastener：ファスナー 

unfasten：解く、外す 

peep 

peephole：節穴、覗き穴 

paranoia 

paranoid：偏執病にかかった、偏執病の 

wield 

unwieldy：扱いにくい、手に負えない 

wieldy：手頃な、扱いやすい 

calorie 

calorific：カロリーの、熱を生じる 

caloric：カロリーの、熱の、熱で運転される 

venom 

venomous：毒のある、恨みのこもった 

metamorphosis

metamorphose：変形する、変態する 

whirl 

whirling：渦巻く、旋回する 

ail 

ailment：（軽微または慢性の）病気、疾患 

ailing：病んでいる、病気の 

leash 

unleash：革ひもを解く、解き放す、解放する、
爆発させる



amnesia 

amnesiac：記憶喪失症の人、記憶喪失症の 

expire 

expiry：（期限などの）満了、満期 

expiration：（期限の）満了、満期、終了 

expiring：（期限）満了の、臨終の、（光などが）
消えていく 

fallacy 

fallacious：誤っている、虚偽の 

acupuncture 

acupuncturist：鍼術師 

tenable 

untenable：支持できない、守れない 

confide 

confiding：信じやすい、打ち明けて話すような 

confidant：（秘密など打ち明けて話せる）親友 

exhortation 

exhort：熱心に勧める、訓戒する 

hortatory：忠告の、勧告的な、奨励的な、激
励的な 

astrology 

astrological：占星術の 

omnipotent 

omnipotence：全能、無限の力 

elucidate 

elucidation：説明、解明 

panorama 

panoramic：パノラマ（式）の、概観的な 

commemorate 

commemoration：記念、記念式典 

offline 

online：オンラインの、接続して 

intonation 

intone：抑揚をつける、抑揚をつけて言う 

weld 

welder：溶接工 

welding：溶接

sagacity 

sagacious：賢明な 

emulation 

emulate：模倣する、競争する 

impetuous 

impetus：はずみ、推進力 

impetuosity：激烈、猛烈、性急 

avarice 

avaricious：貪欲な、欲深い 

fleet 

fleeting：束の間の、儚い 

sprinkle 

sprinkler：撒水装置、スプリンクラー 

sprinkling：少量、少数 

aggrieved 

aggrieve：苦しめる、悩ます、虐げる 

nourish 

nourishing：滋養になる、滋養分のある 

malnourished：栄養不良の 

soot 

sooty：すすけた、（動物が）煤のように黒い 

atheist 

atheistic：無神論の、不信心な 

atheism：無神論

septic 

antiseptic：消毒剤、防腐剤、無菌の 

regal 

regalia：（王冠など）王位の象徴物、礼服、徽章

exemplify 

exemplary：模範的な、見せしめの 

exemplar：模範、典型 

exemplification：例証、実証、例示 

repugnant 

repugnance：反感、嫌悪感 

decipher 

indecipherable：判読できない 

undecipherable：判読できない 

dilapidated 

dilapidation：荒廃、破損状態 

circumvent 

circumvention：策略を巡らすこと、出し抜く
こと、迂回 

connotation 

connote：暗示する、内包する 

enlighten 

enlightened：物のわかった、啓蒙された、開
化した 

enlightening：啓蒙的な、はっきりさせる、悟
らせる 

enlightenment：啓蒙、教化、（18世紀ヨー
ロッパの）啓蒙運動 

donate 

donation：寄付、寄贈 

prick 

prickly：棘だらけの、ちくちくする、怒りっぽい、
厄介な、手のつけにくい 

remit 

remittance：送金額、送金 

unremitting： 絶え間ない、弱体化されていない

remission：（罪の）赦免、（租税などの）減免、
（病気の）寛解 

elate 

elated：意気盛んな、得意満面の 

derision 

deride：嘲る、嘲笑う 

derisive：嘲笑的な、嘲りの 

heave 

heaving：（場所が人で）賑わっている 

unravel 

ravel：もつれさせる 

exclaim 

exclamation：《文法》感嘆詞 

synonym 

synonymous：同義の、同義語の 

ferment 

fermentation：発酵、騒ぎ、動揺 

crocodile 

alligator：アリゲーター 

varnish 

unvarnished：飾りのない、ありのままの 

quiz 

quizzical：いぶかしげな 

enchantment 

enchant：うっとりさせる 

disenchanted：幻滅した、迷いの解けた 

disenchantment：魔法を解くこと、覚醒 

thrift 

thrifty：節約する 

thriftless：金遣いが荒い、浪費する 

slant 

slanted：偏った、偏向した、傾いた 

auspicious 

inauspicious：縁起の悪い、不吉な 

auspice：援助、保護、賛助、前兆、吉兆 

exuberant 

exuberance：豊富、繁茂、潤沢 

lax 

laxly：だらしなく、曖昧に 

laxative：緩下剤、通じ薬 

avid 

avidity：貪欲、渇望 

infect 

infected：（細菌に）感染した［汚染された］ 

disinfectant：消毒剤、殺菌剤 

infection：伝染、伝染病 

infectious：伝染性の 

disinfect：消毒する、殺菌する、《コンピュー
ター》ウィルス除去プログラムを実行する 

glaze 

glazed：つやをつけた、光沢のある、（目が）ど
んよりした、（酒などのせいで）虚ろな 

genealogy

genealogical：系図の



caprice 

capricious：気まぐれな、移り気の 

whimsical 

whimsy：奇抜な考え 

neurotic 

neuropathy：神経障害、神経病質

neurosis：神経症、ノイローゼ 

neurological：神経の、神経学の 

stifle 

stifling：息の詰まるような、息苦しい、窮屈な

autistic 

autism：自閉性、自閉症 

inoculation 

inoculate：（ワクチンなどを）接種する、予防
注射をする 

wrestle 

wrestler：レスラー 

wrestling：レスリング 

bigotry 

bigot：偏見に凝り固まった人 

bigoted：偏狭な、頑迷な 

persevere 

perseverance：忍耐（心） 

laurel 

laureate：（卓越した業績を上げて栄冠を受
けた）受賞者 

intrude 

intruder：侵入者、出しゃばり 

intrusive：出しゃばる、（発音で）侵入音の 

intrusion：侵入、出しゃばり 

docile 

docility：素直、従順、扱いやすいこと 

deteriorate 

deterioration：悪化、価値減損、低下、退歩 

affluence 

affluent：富裕な、裕福な 

crook 

crooked：曲がった、ゆがんだ、不正直な 

inject 

injection：注射、（資金の）つぎ込み、（液体
の）注入 

injector：注射器、注射をする人、（燃料）噴射
注入装置 

buckle 

unbuckle：バックルを外す 

intimidate

intimidated：怖がる、おびえる 

intimidating：怖がらせる 

intimidation：脅迫、威嚇 

cloister 

cloistered：世俗から離れた 

introspection 

introspective：内省的な 

diverge 

divergent：（常軌から）外れた、（思想など）
異なる、《数学》発散する 

entreat 

entreaty：懇願、哀願 

artery 

arteriosclerosis：動脈硬化症 

arterial：動脈の、動脈のような 

annex 

annexation：付加、添加、付加物、併合 

fiend 

fiendish：悪魔のような、残忍な、手の込んだ、
非常に難しい 

conscription 

conscript：徴集された、徴集する、徴集兵 

exacerbate 

exacerbation：悪化、劇化、憤激 

grunt 

grunting：ぶうぶう言うこと、不平不満を言う
こと、うんうん言うこと 

bereaved 

bereavement：（肉親に）先立たれること、死別

tenacious 

tenacity：固執、粘り強さ、頑固 

cripple 

crippled：不具の、無能力の 

compress 

compressor：圧縮機、コンプレッサー 

compression：圧縮、圧搾、要約 

decompress：減圧する、圧縮ファイルを開く 

cyber 

cybernetic：人工頭脳の、人工頭脳学の 

secrete 

secretion：分泌、分泌物、隠匿 

evangelist 

evangelize：福音伝道する、キリスト教に改
宗させる 

evangelization：福音伝道 

scruple 

unscrupulous：不道徳な、無節操な 

scrupulous：几帳面な、綿密な、良心的な 

heretic 

heretical：異教の、異端の 

heresy：（キリスト教に対する）異端、（伝統的、
一般的でない）異説 

censor 

censorial：検閲の、批判的な 

censorship：検閲 

implacable 

placable：なだめやすい、温和な、寛容な 

enigma 

enigmatic：謎のような、不可解な 

conglomerate 

conglomeration：複合（体）、凝集、複合企
業の形成 

waive 

waiver：（権利などの）放棄、権利放棄証書 

clot 

clotted：凝固した、固まった、全くの

bruise 

bruising：苛酷な、不愉快な 

subsist

subsistent：存在する、実在の、生得の、固有
の、実在するもの、（抽象概念としての）存在物 

subsistence：最低生計費、（最低限必要な）
生活の糧 

rotation 

rotate：回転する［させる］、交替する 

rotary：回転する、回転式の 

bulge 

bulging：飛び出す、膨れ上がる 

mammal 

mammalian：哺乳類の 

addict 

addictive：中毒性の、習慣性がある 

addiction：中毒 

addicted：中毒した 

delineation 

delineate：（詳しく）叙述する 

subvert 

subversion：転覆、破壊 

subversive：転覆する、破壊的な 

plagiarism 

plagiarize：剽窃する、盗用する 

plagiarist：剽窃者、盗用人 

acclaim 

acclaimed：称賛された 

acclamation：歓呼の声、拍手喝采 

acquaint 

acquaintance：知人、面識、知識 

acquaintanceship：なじみ、面識 

reacquaint：再びわからせる、再び知らせる 

vindictive 

vindictiveness：復讐心が強いこと、報復的
なこと 

nominate 

nominee：指名［推薦］された人、候補 



nomination：指名、推薦、任命 

equivocal 

unequivocal：明白な、はっきりした 

equivocation：ことばを濁すこと 

equivocate：ことばを濁す、曖昧なことばを
使う 

clamor 

clamorous：騒 し々い、やかましい、うるさく不
平を言う 

thump 

thumper：ゴツンと打つ人［もの］ 

utopia 

utopian：ユートピアのような、理想郷の 

nutritious 

nutritionist：栄養学者 

nutrition：栄養 

malnutrition：栄養失調 

nutritional：栄養上の 

nutrient：栄養素、栄養分 

nutriment：滋養物、食物、栄養分 

swirl 

swirling：渦を巻く、めまいがする

swirly：渦を巻く、よじれた、からみあった 

saw 

sawmill：製材所 

sawdust：おがくず 

encyclopedia 

cyclopedia：百科事典 

encyclopedic：百科事典の、博学な、知識の
広い 

evocative 

evocation：（感情、記憶などの）喚起 

lurid 

luridly：ぎらぎら輝きながら、（色など）あくど
く、戦慄的に 

seduce 

seducer：誘惑者 

seductive：魅惑的な、心を惑わす 

seduction：誘惑、魅力 

poise 

poised：身構えた、釣り合いのとれた、落着き
はらった 

dissipate 

dissipated：放蕩の、浪費された 

dissipation：浪費、放蕩、消失 

enquire 

enquiring：探究的な、聞きたそうな 

miscarriage 

miscarry：流産する、（計画などが）失敗する 

amputation 

amputate：切断する、取り除く 

ion 

ionic：イオンの、イオン性の 

lactic 

lacteal：乳の、乳状の 

detach 

detached：離れている 

detachment：無関心、冷淡 

detachable：取り外せる、分離できる 

brew 

brewery：（ビールなどの）醸造所 

brewer：（ビールなどの）醸造業者 

quench 

quenchless：押さえられない 

unquenchable：満たされない 

gymnasium 

gymnastic：体操の 

gymnastics：体操、体育 

gym：体育館 

gymnast：体操選手 

laudable 

laudation：称賛、賛美 

laud：称賛する 

laudatory：賛美する、称賛の 

lethargy 

lethargic：無気力な、鈍感な、嗜眠症の 

alchemy 

alchemic：錬金術師 

derogatory 

derogation：（名誉などの）毀損、（価値など
の）低下、（契約などの）部分的取り消し 

derogate：毀損する、（権威などを）落とす 

forbear 

forbearance：寛容 

balm 

embalm：（死体に）防腐処置をする、ミイラに
する 

balmy：（天気が）穏やかだ、心地よい 

braid 

braided：編んだ、（ひもを）組んだ、（髪を）結った 

fanatic

fanatical：狂信的な 

fanaticism：狂信 

souvenir 

keepsake：記念品、形見 

indolent 

indolence：無精、怠惰、（病気の）治りが遅い
こと 

jaundice 

jaundiced：黄疸にかかった、偏見を持った、
（嫉妬で）ひがんだ 

polemic 

polemical：反論する、論駁する 

vindicate 

vindication：擁護、弁護、支持、立証、証明 

phobia 

phobic：恐怖症の、恐怖症の人 

claustrophobic：閉所恐怖症の 

ratify 

ratification：（条約などの）批准、裁可、認可、
承認 

idyllic 

idyll：田園詩、牧歌、田園詩的な風景 

amalgamation 

amalgamate：合併する、融合する 

dissuade 

dissuasion：説得して思いとどまらせること、
挽留、諌止 

gaudy 

gaud：安っぽい装飾品、安ぴか物 

deviation 

deviate：（方針などから）逸脱する 

sever 

severance：断絶、（雇用）契約解除 

menstruation 

menstrual：月経の 

hexagonal 

hexagon：6角形 

twitch 

twitchy：いらいらする、そわそわする

stunt 

stunted：成長の止まった 

allure 

allurement：魅惑、誘惑、誘惑するもの 

alluring：魅惑的な 

whine 

whiny：苛立った

radiate 

radiance：光り輝くこと、光輝 

radiation：放射線、放射 

radiant：輝く、放射の 

radiator：ラジエーター、冷却装置　

radial：放射状の 

irradiation：照射、啓蒙、光線、放射線治療 

detract 

detractor：誹謗者、中傷者 

detraction：非難、減損、毀損 

cryptic 

cryptogram：暗号文 

encryption：暗号化、コード化 



decryption：暗号解読 

libido 

libidinous：扇情的な、好色な 

wither 

withering：委縮させる 

contrive 

contrived：仕組まれた、不自然な 

contrivance：計略、たくらみ、考案物、工夫
の才、発明 

larva 

larval：幼虫の、幼生の 

hilarious 

hilarity：陽気、愉快 

dodge 

dodgy：いかがわしい、信頼のおけない、ずる
い、危なっかしい 

subside 

subsidiary：付随的な、親会社に支えられた、
子会社 

subsidy：補助金、奨励金 

stink 

stinking：悪臭を放つ、鼻持ちならない、いま
いましい　

stinky：悪臭のする、ひどい、不快な 

foreboding 

forebode：前兆を示す、虫が知らせる 

interrogate 

interrogation：訊問、質問、疑問符 

interrogatory：質問の、疑問を表す、質問書 

colloquial 

colloquialism：口語的表現 

colloquially：口語体で、会話体で 

colloquy：対話 

malevolent 

malevolence：悪意、憎悪 

eulogy 

eulogist：称賛者、賛美者 

eulogize：称賛する、賛辞を呈する 

pimple

acne：にきび

savage 

savagery：野蛮性、凶暴性、蛮行 

dejected 

dejection：失意、落胆 

matrimony

matrimonial：結婚の、夫婦の 

reptile 

reptilian：爬虫類の、下劣な 

elude 

elusive：捉えどころのない 

propel

propeller：プロペラ 

propulsion：推進、推進力 

sorcery 

sorcerer：魔法使い、魔術師 

lenient 

lenience：寛大、慈悲深さ 

leniency：寛大、慈悲深さ、寛容 

legible 

illegible：（字などが）読みにくい 

legibly：（字など）読みやすく、判読できるように

drudgery 

drudge：（骨の折れる単調な仕事を）コツコ
ツやる人 

credulity 

credulous：信じやすい、騙されやすい 

incredulous：疑い深い、懐疑的な 

incredulity：容易に信じないこと、不信 

exalt 

exaltation：有頂天、昇進 

vestige 

vestigial：（痕跡として）残っている 

enumerate 

enumeration：計数、計算、列挙、目録、一覧表 

specter 

spectral：幽霊の、お化けのような、スペクト
ルの 

crunch 

crunchy：パリパリいう、サクサクいう 

pawn 

pawnshop：質屋

construe 

misconstrue：誤解する、解釈を誤る 

permeate 

impermeable：浸透させない、不透過性の 

permeable：浸透させる、透過性の 

permeability：浸透性、透過性 

impudent 

impudence：厚かましさ、無礼 

startle

startling：驚くべき、びっくりさせる、衝撃的な 

oppress 

oppression：圧迫、圧制、抑圧、弾圧、虐待、
圧迫感、憂欝、意気消沈、苦難 

oppressive：抑圧する、圧制的な、（暑気など
が）うっとうしい、蒸し暑い、（心配などで）気
を塞がせる 

oppressor：圧迫者、迫害者 

allege 

allegedly：申し立てによると、伝えられるとこ
ろでは 

allegation：（証拠のない）申し立て 

euphoria 

euphoric：幸福感に溢れる 

snipe 

sniper：狙撃手 

meddle 

meddlesome：お節介な 

incandescent 

incandescence：白熱、高温発光、（憤怒な
どが）燃え上がること

natal 

antenatal：出産前の 

prenatal：出生前の、胎児期の 

orb

orbit：軌道、活動［勢力］範囲、軌道を回る 

orbiting：軌道を旋回する 

orbital：軌道の、（道路が）都市の外郭を通る 

orbicular：球状の、丸い、円形の、完全な、完
璧な 

orbed：球状の、円形の、丸い、目のある 

discontinue 

discontinuous：不連続な、断続的な 

discontinuity：途切れ、断絶、中断 

profuse 

profusion：大量、豊富 

harass 

harassed：悩み疲れた 

harassment：悩ますこと、いやがらせ 

infringe 

infringement：違反、違背、（権利の）侵害 

infringer：違反者、侵害者 

congregation 

congregate：集まる、集合する 

capitulation 

capitulate：屈服する、降伏する 

glamor 

glamorous：きらびやかな、魅惑的な 

burglar 

burglary：強盗、空き巣狙い 

itch 

itchy：かゆい、～したくてたまらない 

emaciated 

emaciation：（病気などによる）衰弱、憔悴、
やつれ 

deflect 

deflection：偏向、たわみ、屈折 

ulceration 

ulcerate：潰瘍を生じさせる 

ulcer：潰瘍、腐敗状態



mire 

mired：窮地に陥った、泥濘にはまった 

miry：泥濘のような、泥沼のような 

quagmire：泥沼、泥濘 

infirm

infirmity：病弱 

infirmary：病院、養護室、医務室 

inhale 

inhaler：吸入器 

inhalation：吸入、吸入剤 

magnanimity 

magnanimous：寛大な、度量の大きい 

magnanimously：寛大に 

intrepid 

intrepidity：大胆、勇猛 

ejaculation 

ejaculate：射精する、噴出する、突然叫ぶ 

muck 

mucky：汚い、淫らな、猥褻な 

emigrate 

emigration：（他国への）移住、移民 

emigrant：移民者、移住民 

abhorrence 

abhorrent：大嫌いな、全く相いれない 

culpable 

culpability：責められるべきこと、有罪、過失
のあること 

logarithm 

logarithmic：《数学》対数の 

magnify 

magnification：拡大、拡大率、倍率 

supersede 

supersession：更迭、免職、交替 

slump 

slumped：前のめりになった 

wily 

wiliness：狡猾さ、ずる賢さ 

wile：策略、ペテン、たぶらかす、だます、楽し
く時を過ごす 

despondency 

despondent：しょげている、気落ちした 

despond：落胆する 

despondingly：落胆して、絶望的に 

loath 

loathing：嫌悪感、憎悪感 

loathe：嫌悪する 

loathsome：嫌でたまらない 

decompose 

decomposed：分解された 

decomposition：分解、解体、腐敗、変質 

flirt 

flirtatious：気のある素振りを見せる、媚態を
示す 

flirtation：戯れの恋、媚態 

mediocrity 

mediocre：並みの、平凡な 

extricate 

extrication：救出、脱出 

inextricable：不可分の、分離できない、脱出
できない 

opulent 

opulence：豊富、富裕、壮麗 

masturbation 

masturbate：自慰をする 

preemptive 

preempt：先売権によって取得する、先手を
打って～を回避する 

indigent 

indigence：貧乏、貧困、窮乏 

synopsis 

synoptic：概要の、要約の 

intern 

internship：インターンシップ 

corrugated 

corrugation：波型にすること、しわ 

pave

pavement：歩道、人道、舗装道路 

paving：舗装面、舗装材 

propitious 

unpropitious：不運な、不吉な、都合の悪い 

procreation 

procreate：子どもをもうける［産む］ 

procreative：出産の、生殖の 

banal 

banality：陳腐、つまらないことば 

commute 

commuter：通勤者 

commutation：交換、（支払方法における）
振替 

perturb 

perturbation：狼狽、小さな変化 

imperturbable：冷静な、動揺しない 

perturbed：混乱した、動揺した 

imperturbability：沈着、冷静、泰然 

emanate 

emanation：発散、放射、噴出 

hallucination 

hallucinatory：幻覚の、幻覚を起こさせる 

hallucinate：幻覚を感じる 

hallucinogen：幻覚剤 

repudiate 

repudiation：拒絶、否認、債務支払い拒絶、
離婚、絶縁 

ameliorate 

amelioration：改良、改善 

abate 

abatement：減少、減退、廃止、禁止 

unabated：衰えない 

kindle 

rekindle：（希望などを）再び燃え立たせる 

grizzly 

grizzle：灰色、半白の髪、ぐずる、むずかる

savor 

savory：味のよい、風味のよい、気持ちのよい 

unsavory：悪い臭いがする、芳しくない 

inadvertent 

inadvertency：不注意、不注意による間違い 

abrasive 

abrasion：摩耗、浸食作用、擦過傷 

abrade：苛立たせる、すり減る 

codification 

codify：体系化する、法典化する 

defile 

defilement：汚すこと、汚染 

undefiled：汚されていない、純潔の 

aggravate 

aggravation：悪化、深刻（化）、挑発 

aggravated：（罪が）加重事由のある、より悪
質な 

aggravating：悪化する、腹立たしい 

shred 

shredder：シュレッダー 

fortify 

fortification：防御施設、要塞化、武装化 

plumb 

plumber：配管工、台無しにする、ぶち壊す 

explication 

explicate：説明する 

inexplicable：説明し難い 

infuse 

infusion：導入、煎じ液、注入 

voluptuous 

voluptuary：酒食に耽る人、遊蕩者 

mishap 

hapless：不運な、不幸な 

hap：運、僥倖、（偶然に）起こる 

stub 

stubbed：切り株状の、ずんぐりした、（刃など
が）よく切れない



gritty 

nitty-gritty：（物事の）核心［要諦］ 

canvass 

canvasser：選挙運動員、注文取り、外交員 

coerce 

coercion：強制、威圧 

overbearing 

overbear：威圧する、圧倒する、（健康を損ね
るほど）多産する、（樹勢が衰えるほど）実る 

carp 

carping：あら捜しの、口やかましい、あら捜し 

skew 

skewed：（意見などが）偏向した、ゆがんだ、
傾いた 

askew：斜めに、傾いて 

duplicity 

duplicitous：不誠実な、欺瞞的な 

scathing

unscathed：無傷の、傷を負っていない 

reticent

reticence：寡黙、無口、遠慮

hump 

humped：こぶのある、猫背の 

coax 

coaxing：丸めこむこと、なだめすかすこと 

atrocity 

atrocious：実にひどい、ぞっとさせる、極悪非
道な 

castration 

castrate：去勢する 

punctual 

punctuality：時間厳守、正確さ 

retaliate 

retaliatory：報復的な、復讐する 

retaliation：復讐、報復 

cleave 

cleft：くぼみ、裂け目 

cleaver：肉切り包丁 

concord 

concordance：用語索引、類似、一致 

stipulate 

stipulation：契約条項、条件、契約 

fawn 

fawning：機嫌を取る、こびへつらう 

garnish 

garniture：装飾、装飾物、（料理の）つま、備品 

eviction 

evict：追い立てる、立ち退かせる 

outlandish 

outlander：外国人、外来者 

vandalism 

vandal：芸術・文化の破壊者、公共物など
を故意に壊す人 

amphibious 

amphibian：両生類 

endow 

endowment：寄付、資質、才能 

pacific 

pacifist：平和主義者 

pacify：鎮める、なだめる、平和をもたらす 

pacifier：なだめる人、調停者 

decode 

decoder：暗号解読装置 

retract 

retraction：撤回、取消し、収縮 

retractable：伸縮自在の 

retractor：撤回者、引っこむもの、収縮筋 

wrinkle 

wrinkly：皺の寄った、皺になりやすい 

flake 

flaky：薄片からなる、変人の 

peck 

pecker：つるはし 

woodpecker：キツツキ

obliterate 

obliteration：抹消、削除、消滅 

lubrication 

lubricant：潤滑油、滑らかにする 

lubricate：潤滑油を塗る、油を差す 

lubricity：滑らかさ、淫らなこと、不安定 

reprehensive 

reprehend：非難する、責める、咎める 

strut 

strutting：威張って歩く、気取って歩く、もった
いぶって歩く 

virile 

virility：（男の）精力、生殖能力、男らしさ 

froth 

frothy：泡立つ、とりとめもない、空虚な、つま
らない 

cello 

cellist：チェロ奏者 

ambience 

ambient：周囲の、（音楽が）静かでリラックス
させる雰囲気の 

sloth 

slothful：ものぐさな 

profligate 

profligacy：浪費、放蕩、不品行 

convene 

reconvene：再開する 

orthopedic 

orthopedist：整形外科医 

espouse 

espousal：（主義などの）支持、擁護 

detest 

detestable：忌まわしい 

detestation：忌み嫌うこと、嫌悪、憎悪 

obtuse 

obtuseness：（刃などが）鈍いこと、鈍感 

meteor 

meteoric：一時的に華 し々い、流星の 

meteorite：隕石 

stagger 

staggering：仰天させる、唖然とさせる 

staggeringly：よろめきながら、ためらいながら 

sacrilege 

sacrilegious：神聖を汚す、教会荒らしの 

exhale 

exhalation：発散、蒸発、（息の）吐き出し 

rave 

raving：（人が）荒れ狂う、発狂した、非常な、
すばらしい 

lingual 

bilingual：2か国語を話す、バイリンガルの 

wring 

wringer：絞る人、搾取者、絞り機、脱水機、辛
い経験、厳しい試練 

parenthesis 

parenthetical：挿入語句の 

parentheses：かっこ 

blemish 

unblemished：汚れ［傷］ひとつない 

pickle 

pickled：酢漬けの、酒に酔った 

tatter 

tattered：おんぼろの、（服が）ボロボロの、崩
壊した 

hustle 

hustler：詐欺師、売春婦 

invert 

inverted：（上下）転倒した、（順序を）逆にした 

inversion：倒置、転倒 

inverse：反対の、逆の 

orthography 

orthographic：つづりの正しい、《幾何》正射
影の、直角の 

agnostic 

agnosticism：不可知論



pervade 

pervasive：行き渡る、染み透る 

condense 

condensed：凝縮した、要約した、（活字が）
長体の 

condensation：水滴、凝結、要約 

abort 

abortive：失敗した、不成功の 

aborted：流産した、発育不全の 

abortion：堕胎 

jubilant 

jubilation：（勝利の）祝典、歓喜、歓呼 

clam 

clammy：（嫌な感じで）湿っぽい、冷たくてねっ
とりした 

febrile 

febrifuge：解熱剤、清涼飲料、解熱性の 

licentious 

licentiousness：不道徳、淫蕩 

grumble 

grumbling：不平（を言うこと） 

miser 

miserly：けちな、欲の深い、（量が）少なすぎる 

deplore 

deplorable：嘆かわしい 

buoy 

buoyant：（物価が）上昇傾向にある、快活な、
浮力のある 

buoyancy：浮力、快活さ、（物価などの）上昇
傾向 

erring 

unerring：正確な、誤りを犯さない 

creak 

creaky：きしみやすい、おんぼろの、がたがたの 

abdication 

abdicate：王位を退く、退位する、（権利など
を）放棄する 

decrepit 

decrepitude：老衰、老いぼれ 

decease 

deceased：亡くなった、故人 

ravenous 

ravenously：意地汚く、貪欲に 

sulky 

sulk：ふくれっ面をする、拗ねる 

sulkily：不機嫌に、むっつりと 

lowercase 

uppercase：大文字 

detonation 

detonate：爆発する［させる］ 

detonator：起爆装置 

hydrate 

rehydrate：（乾燥食品などを）水で戻す 

hydrated：水和した 

dehydration：脱水、乾燥 

hydrant：給水栓、消火栓 

hydraulic：水力の、水圧の 

barrow 

wheelbarrow：（運搬用の）一輪車、猫車 

waver 

unwavering：しっかりした、確固たる 

guile 

beguile：惑わす、魅せる 

beguiling：（人を欺くほど）魅力的な 

assuage 

assuagement：緩和、鎮静 

luster 

lusterless：つやのない 

lackluster：（目などが）輝きのない、生気のない 

lustrous：ピカピカ輝く、つやのある 

lustrously：つやがあって、立派に 

sedate 

sedative：鎮静剤、鎮静作用のある 

sedation：鎮静剤の使用、鎮静状態 

infatuate 

infatuated：（恋などに）夢中になった 

infatuation：のぼせあがり、夢中 

covet 

covetous：欲張りの、切望する 

evanescent 

evanescence：儚さ 

pervert 

perversion：倒錯、曲解 

perverse：つむじ曲がりの 

perverted：異常の、倒錯した 

erudite 

erudition：学識、博識 

confederate 

confederation：連合 

confederacy：連合、連盟 

immerse 

immersion：（液体の中に）浸すこと、没頭、没入

nip 

nipping：（寒さなどが）身を切るような、（こと
ばなどが）痛烈な、辛辣な 

convolution 

convoluted：複雑な、入り組んだ、回旋状の 

trite 

triteness：陳腐、摩耗 

convulsion 

convulse：痙攣させる、（笑い、怒りなどで）身
をよじらせる、怒りに震える 

convulsive：発作的な 

astonish 

astonishment：びっくり仰天 

astonishing：驚くべき、目覚ましい 

ignominious 

ignominy：不名誉、屈辱、恥辱 

horticulture 

horticulturist：園芸家 

transgress 

transgressor：違反者、（宗教・道徳上の）
罪人 

transgression：違反、犯罪、慣習への挑戦 

improvise 

improvised：即席に作った、即興の 

improvisation：即興でやること、即席で作っ
たもの 

deflation 

deflated：（自信などを）削がれた、意気消沈
した 

deflate：（タイヤなどから）空気を抜く、（自信
などを）削ぐ、金融引き締め政策を敷く 

repulse 

repulsive：不快な、嫌悪感を起こさせる、《物
理》反発する 

repulsion：反感、嫌悪、《物理》反発作用、斥力 

demolish 

demolition：破壊、爆破、（特権などの）破棄、
廃墟、爆薬 

recluse 

reclusive：世を捨てた、隠遁した、引退した 

null 

nullify：（法的に）無効にする、効力を失わせる

nullification：無効、破棄、取消し 

corroboration 

corroborate：確証［立証］する、強固にする 

talisman 

talismanic：護符の、魔よけの 

pith 

pithy：簡潔な、含蓄のある 

dissect 

dissection：切開、解剖、解剖体、精密な分析

dissecting：解剖用の、切開用の 

ideation 

ideational：観念的な 

sanctify 

sanctity：荘厳、神聖、神 し々さ 

sanctimonious：信心ぶる 

consecrate 

consecration：聖化、奉献



ordain 

preordained：あらかじめ運命づけられた 

archery 

archer：射手 

elegy 

elegiac：哀歌の、悲歌の 

acquit 

acquittal：無罪（放免） 

reinstate 

reinstatement：復帰、復職、回復 

exterminate 

extermination：根絶、絶滅、皆殺し 

exterminator：根絶者、撲滅者、害虫駆除薬 

dissociate 

dissociation：分離、（人格などの）分裂 

dissociative：分離的な、分裂性の 

appraise 

appraisal：鑑定、評価、見積もり 

nebula 

nebular：星雲の 

nebulous：かすんだ、曖昧な 

orgy 

orgiastic：飲めや歌えの 

imbecile 

imbecilic：ばかげた、精神薄弱者の 

contaminate 

contamination：汚染、堕落させるもの、（話
などの）不純な混合 

decontamination：汚染の除去 

tickle 

ticklish：くすぐったがりの、（喉が）くすぐった
い、（問題などが）難しい 

euphemism 

euphemistically：遠回しに   

culminate 

culmination：最高潮に達すること、頂点

impute 

imputation：（罪などを人に）帰すること、転
嫁、非難、汚名

lewd 

lewdly：淫らに、猥褻に 

lewdness：淫蕩、放蕩 

senile 

senility：高齢、老衰、耄碌 

quirky 

quirk：（運命の）急展開、奇癖 

upholstery 

upholster：（ソファなどに）覆いを取りつける 

interpose 

interposition：間に置くこと、仲裁、調停、干渉

solvent 

insolvent：破産の 

insolvency：支払い不能、破産 

solvency：支払い能力（があること）

mow 

mower：芝刈り機 

brawl 

brawling：やかましい、騒 し々い、騒がしくて喧
嘩好きな 

prodding 

prod：つつく、促す、突くこと、催促、刺激 

peruse 

perusal：熟読、精読 

imp 

impish：いたずらな 

octagonal 

octagon：8角形 

anachronism 

anachronistic：時代錯誤的な 

surmount 

insurmountable：克服できない、越えられな
い、打ち勝てない 

crag

craggy：岩だらけの、（顔などが）ごつごつした

vociferous 

vociferate：大声で叫ぶ、わめく 

vociferation：叫び、わめき 

omniscience

omniscient：全知の、博識な 

parsimony 

parsimonious：けちな、極度に倹約する 

carnivorous 

carnivore：肉食動物、肉の好きな人 

apostate 

apostasy：変節、脱党、背教 

spinster 

spinsterhood：（女性の）独身、未婚 

parabola 

parabolic：放物線の、たとえ話の 

temerity 

temerarious：無鉄砲な、向こう見ずの、無分
別な 

procrastination 

procrastinate：ぐずぐずする、延ばす 

funk 

funky：《音楽》ビートが強い、野性的で躍動
感のあるリズムの、悪臭を放つ 

decorous 

decorum：身だしなみのよさ、礼儀正しいこと 

clog 

unclog：障害を取り除く 

superintend 

superintendent：管理者、監督者、警察署長、
（アパートの）管理人 

curd 

curdle：凝乳になる、（血などを）凝固させる 

baffle 

baffling：阻害する、当惑させる、不可解な 

convalescence 

convalescent：回復期の、快方に向かっている

cramp 

cramped：狭苦しい、窮屈な、（筆跡など）つ
まった、判読しにくい 

rivet 

riveting：魅惑的な、うっとりさせる、心を奪わ
れるような 

dilate 

dilated：広がった、膨張した 

feign 

feint：ふり、見せかけ 

unfeigned：偽らない、真実の、誠実な 

bash 

bashing：猛非難、猛攻撃、強打、～叩き 

basher：強打する人、手厳しい非難者 

bashful：恥ずかしがりの 

continence 

incontinent：抑制できない、淫乱な、失禁の 

insinuate 

insinuating：それとなく仄めかす、疑心を抱
かせる、うまく取り入る 

insinuation：（よくないことを）遠回しに言うこ
と、仄めかし 

celibate 

celibacy：（宗教的理由による）独身主義、禁欲

concoction 

concoct：混ぜ合わせて作る、調整する 

pique 

piquant：（味が）刺すような、快くピリッとする、
興味津 の々 

retro 

retrospect：回想、先例を参考にすること、回
想する 

retrofit：改装する 

retrograde：逆行する 

retrospective：回顧的な、回想する 

prank 

prankish：ふざけたがる、いたずら好きな、じゃ
れる



gullible 

gullibility：だまされやすいこと、愚直、のろま 

pimp 

pimping：つまらない、ちっぽけな、病弱な 

avow 

avowal：公言、自認、告白 

promulgate 

promulgation：公布、普及、公表 

magisterial 

magisterially：主人らしく、威厳を持って、堂 と々

inscribe 

inscription：（碑などの）銘刻、題詞、銘文 

dupe 

dupery：詐欺、ペテン 

myopia 

myopic：近視の、近視眼的な 

rebut 

rebuttal：原告の反駁、反証 

encroach 

encroachment：侵入、侵害、浸食 

sinew 

sinewy：筋骨たくましい 

monogamy 

bigamy：重婚 

polygamy：一夫多妻 

monogamous：一夫一妻の 

bigamist：重婚者 

polygamous：一夫多妻の 

cram 

crammed：ぎっしり入っている［詰まった］、人
でいっぱいの 

extort 

extortionist：搾取者 

extortion：強要、強奪、法外な料金

extortionate：法外に高い 

aqua 

aquatic：水中の、水生の 

aquarium：水族館 

aqueous：水生の、水を含む 

languish 

languidly：けだるそうに、元気なく 

languor：けだるさ 

languid：けだるい、遅 と々した 

admonish 

admonition：諌め、警告、訓戒 

annul 

annulment：取り消し、廃棄 

marauding 

marauder：掠奪者、襲撃者 

hedonism 

hedonist：快楽主義者 

hedonistic：快楽主義的な 

cannibal 

cannibalism：食人の風習、（大企業による）
中小企業の吸収合併 

suave 

suavity：柔和、温和、丁寧な応対、口当たりの
よさ 

southernmost 

easternmost：最も東方の 

westernmost：最西端の 

northernmost：最北端の 

nomad 

nomadic：遊牧民の、放浪の 

polytheism 

polytheistic：多神教の、多神論の 

pantheist：汎神論者

flippant 

flippancy：軽率、軽薄 

molest 

molestation：妨害、嫌がらせ、性的虐待、痴
漢行為 

eject 

ejection：排出、放出、噴出

hulk 

hulking：大きくてかさばった、大きくて不格好な

impeach 

unimpeachable：疑問の余地がない 

impeachment：弾劾、罷免、非難 

slush 

slushy：泥濘の、感傷的な 

obsequious 

obsequiousness：おべっか、へつらい 

foreclose 

foreclosure：差し押さえ、担保権行使 

confiscate 

confiscation：没収、押収 

nonchalant 

nonchalance：無関心 

ingest 

ingestion：摂取 

gluttony 

glutton：大食漢、暴食家、（仕事などに）熱中
する人 

scab 

scabby：かさぶただらけの、疥癬にかかった、
下劣な 

elongate 

elongation：延長、伸びること、離角 

saturate 

saturated：濡れた、飽和した、（色が）強烈な 

unsaturated：飽和に達していない、不飽和の

saturation：飽和（状態） 

sizzling 

sizzle：（煮え立って）しゅうしゅういう、煮える
ほど暑い 

typography 

typographic：印刷術の 

pout 

pouting：不機嫌な、ふくれっ面の 

pouty：ふくれっ面の、すぐ拗ねる

lascivious 

lasciviousness：淫蕩、扇情的なこと 

diffident 

diffidence：自信のないこと、弱気 

indent 

indentation：ぎざぎざ、（行頭の）字下がり、
注文 

stutter 

stutterer：どもり 

underwrite 

underwriter：海上保険業者 

canny 

uncanny：異常な、奇怪な 

penury 

penurious：窮乏した、極貧の 

fluff 

fluffy：綿毛の、（軽くて軟らかで）ふわふわした

surreptitious 

surreptitiously：こっそり、密かに、不正に 

clairvoyance 

clairvoyant：透視力のある、千里眼の 

prowl 

prowler：うろつく人、コソ泥、空き巣狙い 

etymology

etymologically：語源上、語源学的に 

dwindle 

dwindling：減少する、低下する 

leer 

leering：横目を使う、意地悪そうな目つきの 

leery：疑い深い、狡猾な 

exigency 

exigent：急迫した、危急の、頻りに要求する 

sepulchral 

sepulcher：墓、墓地、墓におさめる、埋葬する

centenary 

centenarian：百歳［年］の、百歳（以上）の人



astigmatism 

astigmatic：乱視の、乱視用の 

subjugate 

subjugation：服従、従属 

resound 

resounding：めざましい、完全な、鳴り響く 

bluster 

blustery：風が吹きすさぶ、強く吹き荒れる 

cherub 

cherubic：天使の、天使のような、まるまると
太ってかわいらしい 

ruffle

ruffled：襞飾りのある 

glum 

glumly：陰気に、ふさぎこんで 

instigate 

instigation：扇動、そそのかし、誘因 

instigator：先導者、教唆者 

wobble 

wobbly：不安定な、ぐらぐらする 

obdurate

obduracy：頑固、強情 

copulation 

copulate：性交する、交尾する 

inane 

inanity：無意味、ばかばかしさ 

pandemonium 

pandemic：全国的に流行する、全国的な流
行病 

perpetrate 

perpetrator：加害者、犯人 

disavow 

disavowal：拒否、否認 

protrude 

protrusion：突出、突出部 

condolence 

condole：弔意を表す、お悔やみを言う、慰める

telegraphy 

telegraphic：電信の、電報の、簡潔な 

gnaw 

gnawing：心をさいなむ、苦しめる 

stoicism 

stoic：禁欲主義者、克己主義者 

ether 

ethereal：きわめて軽い、天上の 

introverted 

introvert：内向的な人 

extroverted：外交的な 

extrovert：外交的性格の人 

gibberish 

gibber：訳の分からないことを早口にしゃべる 

quintessence 

quintessential：本質的な、典型的な 

stammer 

stammering：口ごもる、どもりながら話す 

kink 

kinky：（髪など）チリチリに縮れた、（糸など）
よじれた 

demagogue 

demagogy：民衆扇動、扇動 

puritan 

puritanical：清教徒的な、禁欲的な 

cataclysm 

cataclysmic：激変する、大異変の 

rancor 

rancorous：深く恨んでいる、悪意に満ちた 

obtrusive 

obtrusion：強要、出しゃばり 

unobtrusive：人目につかない、出しゃばらな
い、慎ましやかな 

transpire 

transpiration：発散、蒸発、汗 

cuddle 

cuddly：抱きしめたがる、抱きしめたいような

autocrat 

autocratic：独裁の、横暴な 

autocracy：専制政治［国家］、独裁政治 

vanquish 

vanquisher：征服者、克服する人 

clench 

unclench：（固く閉まっていたものが）開く、押
し開ける 

underhand 

underhanded：人手不足の、秘密の 

commiseration 

commiserate：同情する 

abrogate 

abrogation：廃止、廃棄 

fumble 

fumbling：不器用な、まごまごした 

prescience 

prescient：先見の明のある 

abasement 

abased：卑しめられた 

abase：卑しめる、（品位などを）落とす 

symbiosis

symbiotic：共生の、共生する

incubate

incubation：（鳥の）抱卵、（病気の）潜伏期 

incubator：孵卵器、未熟児保育器 

jocular 

jocularity：おどけ、滑稽 

speckle 

speckled：斑紋のある、斑入りの 

exult 

exultation：得意満面、狂喜 

demur 

demurrer：抗弁者、異議申立人、抗弁、異議
申し立て 

opprobrium 

opprobrious：侮辱的な、口汚い

hurrah 

hurray：万歳 

hooray：万歳 

verbose 

verbosity：口数の多いこと 

defecation 

defecate：排便する 

crucify 

crucifix：キリストの十字架像、十字懸垂 

crucifixion：磔にすること 

eraser 

erase：抹消する、消滅させる、（消しゴムなど
で）消す 

relegate 

relegation：左遷、追放 

punctuate 

punctuation：句読点、句読法 

idiosyncrasy 

idiosyncratic：特異な、変わった 

testicle 

testicular：睾丸の、精巣の 

deport 

deportation：国外追放、移送 

exonerate 

exoneration：免罪、免責 

empiric 

empiricism：経験主義 

empirically：実証的に 

empirical：経験的な、実証的な 

foment 

fomentation：（反乱などの）助長、誘発、湿布

abridge 

unabridged：省略していない、原文のままの 

abridgment：（権利の）縮小、短縮、要約 

contravene 

contravention：反対、違反 

iterate 

reiterate：反復する、何度も繰り返す 



iteration：繰り返し、反復 

scorch 

scorching：焼けつくように暑い 

submerge 

submerged：水没した、（植物などが）水中の、
水生の、隠された、貧苦に喘ぐ 

perplex 

perplexity：当惑、当惑させるもの 

perplexing：困惑させる、込み入った、複雑な 

infest 

infestation：群がって荒らすこと、横行、蔓延、
（寄生虫などの）体内侵入 

allot 

allotted：割り当てられた 

allotment：割当量、割当、配当 

circumscribe 

circumscription：取り囲むこと、制限 

bulldozer 

bulldoze：（土地を）ブルドーザーでならす、
脅迫する、強要する 

demean 

demeaning：（発言などが人の）品位を傷つ
ける、（命じられた仕事などが）屈辱的な 

epilepsy 

epileptic：てんかん性の、てんかん患者 

skimpy 

skimp：けちる 

effervescence 

effervescent：泡立つ、沸騰する、活気づいた

effervesce：（液体が）泡立つ、活気づく 

recrimination 

recriminate：非難し返す、反訴する 

clinch 

clincher：（論戦にけりをつける）決定的な事
実、決定打 

swindle 

swindler：詐欺師、ペテン師 

rove 

roving：移動する、放浪する 

sheath 

unsheathe：（剣などを）鞘から抜く、抜き取
る、宣戦布告をする 

sheathe：鞘に納める、包む 

trawl 

trawler：底引き網［トロール］漁船

digress

digression：本題を離れること、余談、脱線 

loquacious 

loquacity：おしゃべり、多弁 

exorcise 

exorcist：悪魔払いの祈祷師 

exorcism：悪魔払い、魔除け、嫌な記憶・経
験の消去 

perk 

perkiness：生意気、意気揚 、々元気溌剌 

perky：活気に満ちた、生気溢れる 

debauch 

debauchery：放蕩、道楽、乱痴気騒ぎ 

distill 

distillation：蒸留、蒸留物 

realtor 

realty：不動産、物的財産 

plaudits 

plaudit：喝采、拍手、称賛 

rejuvenate 

rejuvenation：回春、元気の回復 

gripe 

griping：刺すように痛い 

gullet 

esophageal：食道の 

esophagus：食道 

abjure 

abjuration：放棄の宣誓、宣誓して（故国など
を）捨て去ること 

flog 

flogging：鞭打つこと、（体罰としての）鞭打ち

dissemble 

dissembler：しらばくれる人 

deprecate 

deprecating：強力に反対する、非難調の 

deprecation：反対、不賛成、抗議 

casuistry 

casuistic：知的ごまかしの多い、詭弁的な 

casuist：詭弁家 

augur 

augury：前兆、予兆 

mutate 

immutable：不変の 

transmutation：変異、変質 

mutation：突然変異 

mutant：突然変異の、突然変異体 

mutable：不定の、変わりやすい 

daub 

dauber：塗りつける人、左官 

unctuous 

unctuously：油状に、感動したふりで 

unction：（宗教儀式で使用される）塗油、うわ
べだけのことば［行動］ 

mercuric 

mercurial：移り気な、水銀の、水星の 

pedant 

pedantic：形式に拘る、知ったかぶりの 

pedantry：知ったかぶり、規則・先例などに
拘ること 

sear 

searing：（暑さ、痛みなどが）焼けつくような、
（演説などが）厳しい 

slink 

slinky：人目をはばかる、こそこそした 

understate 

understated：華美さを抑えた、控え目な 

understatement：控えめな表現、控え目に言
うこと 

overstate：誇張して言う、大袈裟に言う 

mortify 

mortifying：悔しい、屈辱的な、苦行の 

occidental 

occident：西洋、西欧、欧米 

manicure 

manicured：マニキュアをした、（芝生や生け
垣を）刈り込んだ 

palpitation 

palpitate：（心臓が）脈打つ、胸がドキドキする

incriminate 

incrimination：罪を負わせること、有罪にす
ること 

fecund 

fecundity：生殖力、多産、（創造力などの） 
豊かさ 

maggot 

maggoty：ウジだらけの、気儘な、奇想を 
抱いた 

bombast 

bombastic：誇大な、大袈裟な 

mull 

mulled：（ワインなどに）砂糖と香辛料を入れ
て温めた 

paunch 

paunchy：太鼓腹の 

gyration 

gyrate：回転する、旋回する 

abduct 

abductor：誘拐犯、拉致犯 

abduction：誘拐、拉致 

pentagon 

pentagonal：5角形の 

diabolic 

diabolical：極悪な、非道な、悪魔のような 

metallurgy

metallurgical：冶金の

rewind 

unwind：（巻いたものを）ほどく、ほどける 

wind-up：ぜんまい仕掛けの、仕上げの 



unwound：（巻きが）戻った 

interjection 

interject：（ことばを）差し挟む、不意に投げ込む 

riddance 

good riddance：格好の厄介払い、（いなく
なって）せいせいすること 

palliate 

palliative：（病気の）一時の緩和剤 

palliation：（病気の）一時的な緩和、弁解 

frill 

frilly：フリルがたくさんついた 

proselyte 

proselytize：改宗させ（ようとす）る 

impersonate 

impersonation：擬人化、演技、物真似、声色

impersonator：物真似芸人、俳優

debase 

debasement：（品性、価値などの）低下 

vitiate 

vitiated：損なわれた、腐敗した、退廃した 

vitiation：損傷、腐敗 

electromagnet 

electromagnetic：電磁気の、電磁石の

fumigation

fumigate：いぶす、燻蒸消毒する 

congruity

incongruity：不調和、不適当、不一致 

sequester 

sequestered：引き籠った、隠遁の 

encumber 

encumbrance：足手まとい、邪魔者、厄介者 

clement 

clemency：（裁判や処罰が）寛大な、情け深
い処置 

inclement：（天候が）荒れ模様の 

mutilate 

mutilation：（手足などの）切断、不具にすること、
（文章などの）骨抜き、《法律》文書毀損

enunciate 

enunciation：はっきりした発音、明確な陳述 

mesmeric 

mesmerize：うっとりさせる 

mesmerism：催眠術 

mesmerist：催眠術師 

heliocentric 

geocentric：地球中心的な 

heliotropism：向日性 

elope 

elopement：駆け落ち、出奔 

acrobat 

acrobatic：曲芸的な、曲芸の 

polygonal

polygon：多角形

tabulate 

tabula：筆記板 

tabulation：表の作成 

tabular：表示した 

teem 

teeming：（人などで）込み合った 

enervate 

enervation：衰弱、無気力 

enervated：気力を失った 

ocular 

binocular：両眼用の 

binoculars：双眼鏡 

exasperate 

exasperation：激高、激怒、激化、悪化 

lecherous 

lechery：好色、淫蕩 

engross 

engrossed：没頭した 

engrossing：夢中にさせるような 

vituperation

vituperative：悪口を言う、毒舌を振るう

crumple 

crumpled：しわくちゃになった 

narcissist 

narcissism：自己愛、自己陶酔症 

narcissistic：自己愛の、自己陶酔的な 

ruminate 

rumination：深思熟考 

fornication

fornicate：姦通する

blotch 

blotchy：しみだらけの 

blotched：しみのついた 

harry 

harried：（次 と々困難な問題に直面して）困り
果てた、悩み抜いた 

frisk 

frisky：活発な、跳ねまわる 

prolix 

prolixity：冗長、くどくどしさ 

peddle 

peddling：行商の、つまらない、行商 

peddler：麻薬密売人 

induration 

indurate：堅くする、無感覚にする、慣れる 

engrave 

engraving：版画、版画の制作 

actuary 

actuarial：保険統計の 

abbreviate 

abbreviated：短縮された、短くした 

abbreviation：省略形、省略 

seethe 

seething：煮え立っている、沸騰する、渦巻い
ている、内心激怒している 

prude 

prudish：上品ぶる、とりすました 

mendacity 

mendacious：虚偽の、嘘をつく 

confute 

confutation：論駁、反証 

grovel 

groveling：這いつくばった、卑屈な 

desecrate 

desecration：神聖冒涜 

abut 

abutting：隣接した、境を接した

daunt 

undaunted：ひるまない、不屈の 

dauntless：不屈の 

whittle 

whittling：削ること、削りかす 

imprecation 

imprecate：呪う、（人に災いが）降りかかるこ
とを祈る 

attune 

attuned：慣れた、調子のあった 

vilify 

vilification：中傷、陰口、悪口

aliment 

alimentary：栄養の、消化の 

bloat 

bloated：（体が）ふくれた 

dandruff 

scurf：ふけ、垢、汚物 

defame 

defamatory：中傷する、名誉を傷つける 

defamation：名誉棄損、中傷 

incapacitate 

incapacitated：無能力になった、（行為など
を）できない（ようにされた） 

necromancer 

necromancy：魔法、魔術、降霊術 

gawk 

gawky：不器用な、ぎこちない 

extrude 

extrusion：押し出し、噴出、押出成形 



vaccinate 

vaccine：ワクチン 

vaccination：予防接種、種痘 

botanic 

botanical：植物［学］の 

botanist：植物学者 

botany：植物、植物学 

botanize：植物を採集［研究］する 

implode 

implosion：内破、（電球などの）内側への破
裂、（老朽ビルなどの）爆破による撤去 

marinate 

marinade：マリネ 

maceration 

macerate：（水に）ふやかす、衰弱させる 

conjoin 

conjoined：結合した、連合した 

adjoin 

adjoining：隣接した、隣の、近所の 

fratricide 

matricide：母殺し 

parricide：尊属殺人 

patricide：父殺し 

dismember 

dismemberment：手足切断、国土分割

decimate 

decimation：大量殺害、（森林などの）大量
破壊 

astound 

astounded：仰天した、ひどく驚いた 

astounding：肝をつぶすような、どえらい 

hanker 

hankering：憧れ、渇望、熱望 

inundate 

inundation：氾濫、浸水、洪水 

vacillate 

vacillation：優柔不断、ぐらつくこと

estrange 

estrangement：別居、不和、（関係の）疎遠 

estranged：（夫婦が）別居している、疎遠に
なった


