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第 15日

級

編

準 1 級に楽々合格するための
7000 語水準語彙を完全マスター！1
001 □ abbreviate
［əbríːvièɪt］

002 □ adjacent
［əʤéɪsṇt］

R 動 短縮する
（≒ shorten）

The editor in chief abbreviated the long list of
.
）
authors（編集長は長い著者リストを短縮した。
名 the abbreviation of
［for］Doctor（Doctor の略語）
ポイント brief と同じ意味の語根 brev
（短い）からなる語。
RL 形 近隣の、隣接した
（≒ next to, neighboring）

The shrinking lake has left its adjacent areas more
.
近隣地帯は洪水の被
prone to flooding（湖が小さくなり、
害を受けやすくなってしまった。）

building adjacent to the school（学校に隣接した建物）
ポイント near or next な の で near よ り 近 い が、人 に も 使 う
neighboring と違って、場所のみに使う。
003 □ admonish
［ædmɑ́nɪʃ］

R 動（厳しく）
戒める、
諭す、
注意する
（≒ scold, advise）

The opposition admonished the president for his
.
大統領
negative remark on the bailout budget（野党は、

の支援予算に関するネガティブな発言を非難した。）

be admonished for being late（ 遅刻したことを注意さ
れる）
ポイント
004 □ afflict
［əflɪ́kt］

monitor と同じ語根 moni（警告する）を含んだ語。

R 動 苦しめる、悩ませる
（≒ trouble, plague）
名

affliction 不幸、苦悩、災害

About 50% of the population of the country is afflicted
.
50% の人口が、その疫病で苦し
with the plague（その国の
んでいる。
）

afflicted with the disease（病気で苦しむ）
ポイント conflict と同じ語根 flict
（打つ）を含んだ語。
005 □ aggravate
［ǽɡrəvèɪt］
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RL 動 さらに悪化させる、怒らせる
（≒ worsen, annoy）
名

aggravation 悪化、深刻化

（状況［問題］を悪化さ
aggravate the situation［problem］
せる）
ポイント
006 □ agile
［ǽʤḷ］

7

grave（墓、深刻な）を含んだ語なので覚えやすい！

RL 形 機 敏 な、明 敏 な（ ≒ physically or mentally quick,

nimble）
名

agility 機敏、鋭敏、軽快

Years of modern dance practice made her a strong and
.
agile performer（モダンダンスの長年の練習によって彼

女は力強い機敏なダンサーになった。）

have an agile mind（頭の回転が速い）
記憶術「 あじゃー！もうそんな所まで行って機敏だな」
で覚えよう。
007 □ allot
［əlɑ́t］

R 動 割 り 当 て る、
（ あ る 用 途 に ）充 て る（ ≒ assign, set

aside for）
They allotted the money equally according to the
.
そのお金
number of the members（彼らは人数に応じて、
を平等に分配した。
）

allot time［tasks］to the worker（時間［仕事］を従業員に
割り当てる）

008 □ allude
［əlúːd］

R 動 言及する、ほのめかす
（≒ imply, suggest, hint）

allusion ほのめかし、暗示、あてつけ
The Diet member alluded to the issue of fiscal
名

.
インタビューで
austerity in the interview（その議員は、

緊縮財政の問題についてほのめかした。）

allude to the problem（問題をほのめかす）
記憶術 そこにあるーどとほのめかす。
009 □ amicable
［ǽmɪkəbḷ］

4

重要 ０００語水準語彙をマスター！

政問題はさらに悪化した。
）

第 章

Their financial problems were further aggravated by
.
彼らの財
a rise in interest rates（利率引き上げのために、

R 形 友好的な、好意的な、平和的な
（≒ friendly）
The lawyer predicted that the issue would be resolved
.
その問題は平和的に
in an amicable manner（弁護士は、
187

CD2・Track 11

第 27日
句動詞・リスニング問題スコア UP に不可欠な
最重要句動詞を完全マスター！1
001 □ account

for 説明する、〜の割合を占める、〜の原因となる、〜の責任

を負う（≒ make up, explain）

The employees have to account for any mistakes they make.

（社員はいかなるミスもその理由を説明しなければならない。）

ポイント この重要な多義語句動詞は、
何かの事件が起きたとき、
「自分が①原

因であると②説明し、
③責任を負う」
と意味が関連している。
002 □ act

up 調子が悪い、ふざける（≒ behave badly, go wrong）

My computer acted up due to infection by a malicious virus.

（悪質なウイルスに感染したため、
コンピュータの調子が悪くなった。）
ポイント これは
「いつもの調子が出ない」
を表す。

up 筋が通る、合計する（≒ make sense）

003 □ add

The detective was confused by the reality that his story didn’t add up
.
彼の話は全くつじつまが合わないという現実に困惑した。
）
at all（探偵は、
ポイント 特に否定文で使われる。

004 □ allow

for 考慮する（≒ take into consideration［account］）

You must allow for the possibility of the plane being delayed.

（飛行機が遅れるという可能性を考慮しておく必要があります。）
ポイント

make allowance（s）for ともいう。

005 □ amount

（合計で）〜になる（≒ add up to, constitute）
to 〜に等しい、

His outrageous behavior amounts to a criminal offense.

（彼の言語道断の振舞いは犯罪行為も同然だ。
）

ポイント「英語がものになる
［ならない］
」
にも amount

と使える。

to something［nothing］

out 救い出す、釈放する（≒ save, relieve）

006 □ bail

The government has been bailing out ailing banks to avert the economic
crisis.（経済危機を回避するために政府は経営難の銀行を救済してい
る。）
ポイント

bail（保釈金）は、government bailout（政府による救済）のように

使える。
294

on 〜を当てにする（≒ depend［rely, count］on）

The pharmaceutical company is banking on the development of new
.
ある新薬の開発を当てにしている。）
drugs（製薬会社は、
ポイント「銀行に預ければ大丈夫と頼る」
と覚えよう。

008 □ bear

out 裏付ける、運び出す（≒ prove, support, verify）

Statistics bear out the fact that cancer is the world’s deadliest disease.

（統計は、ガンが世界で一番死に至る病気であるという事実を裏付けてい
る。）

ポイント「とことん＋支える」→「裏付ける」
となった表現。

009 □ beef

up 増強する（≒ increase, boost, build up）

The company is planning to beef up its sales and distribution network.

（会社は、
売上と流通網を強化する計画を立てている。）
ポイント

い！

beef（牛肉 → 筋肉 → 力）を up させるところから来た表現は面白

down 立ち往生する（≒ stall, get stuck）

010 □ bog

The business negotiation has been bogged down for the second time.

（ビジネス交渉は 2 度目に行き詰まってしまった。）
ポイント

る！

bog（泥沼）に down（落ち込む）ところから来た表現で迫力があ

down to 詰まるところ〜になる（≒ add up to）

011 □ boil

His answer will boil down to a flat refusal to accept your offer.

（彼の返事は詰まるところ、あなたの申し出の受け入れをきっぱりと断る
ことになる。
）
ポイント

boil（沸騰させ）て、とうとう〜となるから来た表現。

012 □ bounce

back 立ち直る（≒ recover, pick up）

Stock prices bounced back after falling sharply on fears of financial
.
値を戻してきた。）
instability（株価は金融不安から急落した後、
ポイント bounce（ボールが跳ね返る）
＋ back（戻ってくる）から来た表現。
013 □ bow

to 〜に屈する、おじぎをする（≒ give in, accept）

The company will bow to a pay-raise demand from the labor union.

（会社は、
労働組合の賃上げ要求をやむを得ず受け入れるだろう。）
ポイント 〜に bow（おじぎする → 屈服する）
は覚えやすい。

014 □ break

in 訓練する、慣らす、押し入る（≒ instruct, train, educate）
295

第６章 最重要句動詞を完全マスター！

007 □ bank

