17

13

absorb /6bz$\Rb/ 動
adsorb /2ds$\Rb/ 動

吸収する

根は水を吸収する。

18

放射性物質を吸着できる化学物質もある。

adapt /6d@pt/ 動

順応する・させる、慣れる・させる

adept /6dépt/ 形
adopt /6d!\pt/ 動

上手な、手馴れている
採用する、養子にする

まばたきする、明滅する

brink /brÍ©k/ 名

（絶壁や崖、死や絶望の）縁（ふち）

19

blush /bl%F/ 動
brush /br%F/ 名

顔を赤らめる、赤面する
ブラシ

動

ブラシをかける

Nancy blushed at seeing the love scene.

アルフレッドは赤ちゃんを寝かしつけるのがうまい。

ナンシーはそのラブシーンを見て赤面した。

Brangelina adopted another child.

He brushes his teeth after every meal.

ブラッド・ピットとアンジェリーナ・ジョリーがまたひとり子どもを養子に取った。

彼は毎食後歯を磨く。

アドバイス、忠告

20

アドバイスする、忠告する

借りている、（恩、義理などを）負っている

≫ I am in awe of my old teacher whom I owe a lot.
私は大変お世話になっている昔の恩師に畏敬の念を抱いている。

競争する、張り合う
計算する

計算では、ボブはフレッドにかなわない。

ジャックは私に、あなたに電話してアドバイスをもらうようアドバイスした。

畏れ、畏怖

compete /k6mpí\t/ 動
compute /k6mpjú\t/ 動

≫ Bob canʼt compete with Fred in computing.

≫ Jack advised me to call you for advice.

awe /$\/ 名
owe /óÜ/ 動

まばたき

瞬く間に、その戦争がその帝国を滅亡の縁へと追いやった。

Alfred is quite adept at lulling babies.

advice /6dváıs/ 名
advise /6dváız/ 動

名

extinction.

エミリーは新しい仕事に順応できなかった。

16

blink /blÍ©k/ 動

≫ In the blink of an eye, the war brought the empire to the brink of

Emily couldnʼt adapt herself to her new job.

15

1

その禿げた老人は目立つ色の服を着ていた。

Some chemicals can adsorb radioactive substances.

14

大胆な、（色などが）目立つ

≫ The bald old guy was dressed in bold colors.

吸着する

Roots absorb water.

禿げている

章 どっちがどっち？

002

bald /b$\ld/ 形
bold /bóÜld/ 形

第

2）1 字違いのパターン

21

contend /k6nténd/ 動
content /k6ntént/ 動

戦う、争う
満足させる

名

満足

形

満足している、甘んじている

Fritz contended with Andrew for power.
フリッツはアンドリューと権力争いをした。

Are you content with your present job?
今の仕事に満足していますか？

12

13

crave /kréıv/

第

3章

切望する

動

The little girl craved love and attention.

意味が似ているなー

その少女は愛と注目を切望した。

悪化する

C

deteriorate /dıtÍAri6rèıt/

動

悪化する（通例、自動詞）

Henryʼs mental condition deteriorated because of the accident.
その事故が原因で、ヘンリーの精神状態が悪化した。

aggravate /@grAvèıt/

動

悪化させる（通例、他動詞）

The accident aggravated Henryʼs mental condition.

B ：あー、そう言われれば意味が似てるよねー。

その事故がヘンリーの精神状態を悪化させた。

C ：へー、そんな類義語もあるんだー。
D ：へー、こんなにたくさん意味が似てる単語があるんだー。

この際だからまとめて覚えちゃえ。

worsen /w^\Rsn/

動

3

章 意味が似ているなー

A ：なーんだ、そういうことか！と、すっきり明快に区別。

2

第

類義語同士の違いとか使い分けはネイティブの間でも国、歴史、
文化、生活環境などで微妙に違っているし、類義語辞典を調べ
てみてもわかったようでわからない。この章では、それらの違
いがなるべくはっきりするように、わざとどぎつく訳したり、
所々補足説明を入れてあります。ま、どっちを使っても大差な
い類義語は多々あるので、あまり区別に神経質にならないほう
がいいかと思います。一応次のような分類をしたので参考にし
てください。

悪化する・悪化させる（自動詞・他動詞両方）

The weather will worsen.
天候は悪化するでしょう。

1）動詞編
1

憧れる

yen /jén/

D

101

憧れる、熱望する

動

名

憧れ、熱望

3

言う

D

say /séı/ 動

言う（言う内容にポイントがあって、誰に言うのかを示さなくてもよい）

Fred has a yen for fame.

The comedian said that he would retire.

フレッドは名声を熱望している。

そのお笑い芸人は、自分は引退すると言った。

yearn /j^\Rn/

動

（入手や達成が困難なものに対して）憧れる

tell /tél/

動

告げる、語る（普通、誰に告げるのかを示す）

Nellie yearns to be the president.

The comedian told his fans that he would retire.

ネリーは大統領になりたがっている。

そのお笑い芸人はファンに向かって、自分は引退すると告げた。

long /l$(\)©/ 動

（すぐにはできそうもないことに対して）

憧れる、思い焦がれる

Polly has longed to see her son for 40 years.
ポーリーは 40 年間、息子に会いたいと思い続けてきた。

aspire

/6spáı6R/

動

憧れる、熱望する（達成のために努力することを暗示）

Many smart students aspire to go onto the prestigious university.

state /stéıt/

動

（正式な形で）言う、述べる

The mayor stated that the city will make a new park.
市長は、市が新しい公園を作る、と述べた。

claim /kléım/

動

（正しい、本当だと）主張する、言い張る

The biologist claims that STAP cells exist.
その生物学者は STAP 細胞は存在すると主張している。

多くの聡明な学生がその一流大学進学を熱望している。
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