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英検 1 級最重要類語グループ

第 14 日

rank 17「思う・推測する」
日本語の「思う」は、英語ではいろいろな語で表せるので要注意！
語彙水準

「思う・推測する」グループ

1000語水準

think, guess, feel, hold, believe

2000語水準

suppose, imagine, doubt, wonder

3000語水準

estimate, sense, expect, predict

4000語水準

project, suspect, anticipate, assume

5000語水準

infer, speculate, presume, ﬁgure

6000語水準

gather, hypothesize, foresee

7000語水準

reckon, envision, visualize, conceive

8000語水準

conjecture, fancy, theorize

9000語水準

deduce, surmise, divine

10000語水準

extrapolate, envisage

13000語水準

postulate
驚異のスーパー語彙力加速的UP例文

Business leaders need to reckon every cost, extrapolate general
trends, postulate a theory of successful business, and envision the
future of the industry.
（ビジネスリーダーは、あらゆる費用を勘定に入れ、一般的な傾向を推定し、事業成功
の理論を仮定し、業界の将来を想像する必要がある。
）
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コロケーションとニュアンスで「発信型」語彙力UP
□ envision（the
194

future, a day when 〜, a time when 〜）

the（data, future, scene）

「将来・状況など」を思い描く、
「データ」を視覚化する
□ conjecture

the conclusion from the（fact, results, preface）

「事実・結果・序文など」をもとに結論などを憶測する
□ deduce

the conclusion from the（results, fact, data）

「結果・事実・データなど」から結論などを推定・演繹する
□ surmise

from the（results, information, data）that
「結果・情報・データ」からthat節を憶測・推測する
□ extrapolate the ﬁgures from the（results, data, fact）
「
（既知の）結果・データ・事実など」から（未知の）数値を推定・推論する
□ envisaged（the

possibility, the future, that節）

「可能性・将来など」を心に描く、予想する
□ postulate

the（existence, necessity, presence）

「存在・必要性など」を仮定する、自明のこととみなす

第１章 最重要類語グループでボキャブラリービルディング

「将来の特定の時期など」を想像・空想する
□ visualize

動詞

ライティング＆スピーキング力UP！ 類語使い分けマスター
＊最もgeneralな語はthink（考える）とguess（推測する）であるが、もっと
意味を明確にするために、feel（感じる）
、suspect（疑う）、
［口］ﬁgure（状
況判断する）
、
［口］believe（信じる）
、doubt（不審に思う）
、conjecture
（憶測）、［格］surmise（証拠に基づいて）、［口］reckon（計算・判断）、

estimate（見積もる）、speculate（因果を憶測する）、presume（指定する）、
anticipate（予期）、assume（思い込む、想定する）、suppose（本当であ
ると思う）
、
［格］postulate（前提とする）
、
［格］deduce（演繹）
、project
（結果推定）
、gather（推量する）
、infer（推論する）
、theorize（理論化）
、
hypothesize（仮説）、foresee（予見）、predict（予言）、［格］conceive
（着想）、divine（察知）、imagine（想像）、fantasize（夢想）、envision
（将来起こると想像する）などが用いられる。
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時事英語復習テストにチャレンジ！①
以下の日本語を英訳してみましょう。
1

春分

11

日食

2

肉食動物

12

電磁波

3

玄武岩

13

震度

4

灸

14

成層圏

5

使用済み核燃料再処理工場

15

落葉樹林

6

白熱電球

16

国民皆保険

7

焼却場所

17

潮の干満

8

擬似薬効果

18

アキレス腱

9

生体情報科学

19

医療過誤責任

休火山

20

遠心力

11

solar eclipse

10

解答例
1

vernal［spring］equinox

2

carnivorous animal（「草食動物」
electromagnetic wave（「電磁場」
12
はherbivorous animal）
はelectromagnetic field）

3

basalt

4

moxibustion
（「鍼治療」はacupuncture）

13
14

seismic intensity
the stratosphere
（「対流圏」はthe troposphere）

5

spent nuclear fuel reprocessing
deciduous trees
15
（「針葉樹林」はconiferous trees）
plant

6

incandescent lamp

16

universal care

7

incineration site

17

ebb and flow

8

placebo effect

18

Achillesʼ tendon

9

biomimicry

19

malpractice liability

dormant volcano

20

10
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centrifugal force
（「求心力」はcentripetal force）
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読解・リスニング・エッセイ問題スコアUP
＆ 2 次試験合格必須

時事英語表現マスター！③ 文化・教育・交通・建物・生活
教育は英検ではリスニング・2 次試験で、文化は 1 次・2 次ともに、交通・建
物はリスニングに頻出の分野です。比較的とっつきやすい内容ですので、エン
ジョイしながら最後まで頑張りましょう！
宗教・哲学・歴史・文化・人類学 □
＊はリーディング問題で特に重要！

esoteric Buddhism 密教（Buddhist scripture / sutraは「経典」）
＊ Confucianism 儒教（Confucian ethics は「孔子の教え」
□
、ancestor worship
は「先祖崇拝」
、animismは「霊魂信仰」、Taoismは「道教」）
＊ salvation《神学》
□
（罪・罰からの）魂の救済、救い主
＊ Inquisition 宗教裁判、異端審問
□
＊ the Resurrection キリストの復活
□
＊ the Apocalypse《聖書》ヨハネの黙示録
□
＊ evangelism《キリスト教》福音の伝道
□
＊ apostles 使徒［キリストの教えを最初に世界に伝えた十二使徒］
□
＊ apocalyptic vision 世界の終末を思わせるような未来像
□
＊ Protestant denominations プロテスタント派（Protestant Reformationは「宗
□
□

教改革」）

Moslem イスラム教徒
＊ caliphs カリフ［Muhammad の後継者だと主張するイスラム教国の政治・宗教
□
＊
□

的指導者］

Ramadan 断食月［イスラム暦の9月。日の出から日没まで断食をする］
＊ Shiite Arab シーア派アラブ人（Sunni Islamは「スンニ派イスラム教徒」）
□
＊ the Talmud タルムード［ユダヤ教の道徳・習慣等に関する律法の集大成］
□
＊ the Diaspora ディアスポラ［バビロン捕囚後のユダヤ人の離散、離散したユダヤ
□
＊
□

人とその居住地域］
＊
□

Brahma 梵天［ヒンドゥー教の「創造の神」で、Vishnu（保持神）、Shiva（破壊
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第３章 必須時事英語表現でリーディング・リスニング力ＵＰ

第 28 日

