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mirage

[mar, mir]

/mir!\Ω/

名

蜃気楼、はかない夢

＊ mir｛見る｝＋ age｛名詞に｝→見えるもの
残念だが、君が追いかけているものははかない夢だ

●鏡、驚く

/mír6kl/

名

奇跡、偉業

＊ mira｛驚く｝＋ cle｛指小辞｝→驚き
→形

miraculous

奇跡的な、素晴らしい

That’s a miracle of miracles.
それは奇跡中の奇跡だ

WORD ROOTS

鏡（mirror）に写った自分の姿にびっくりする。

He has had a miraculous escape.
彼は奇跡的に助かった

admire

/2dmái6(r)/

動

賞賛する、感服する

admirable

＊ ad｛～に向かって｝+ mire｛驚く｝→～に驚く
→名

admiration

感嘆、感心

私はその像を見て感嘆した

名

驚異、驚くべきこと

動

驚く

＊ marvel｛驚くべきこと｝

Those scientists were surprised at the marvels of nature.
それらの科学者は自然の驚異に驚いた

I marvelled at my mother's ability to remain calm in a crisis.
母が危機に直面しても冷静でいられる能力に私は驚いた

marvelous

/m!\rv6l6s/

形

驚くべき、すばらしい

＊ marvel｛驚く｝+ ous｛形容詞に｝→驚きの

I was invited to a marvelous party last night.
昨晩はすばらしいパーティに招待されました

＊ ad｛～の方へ｝+ mire｛驚く｝＋ able｛形容詞に｝→驚きの
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I gazed at the statue in admiration.
/m!\rv6l/

立派な、称賛に値する

あの男は貧しい人々を守るため立派なスピーチを行なった

日本人は概して月を愛でる

marvel

形

The man made an admirable speech to protect poor people.

Japanese people tend to admire the moon.
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/@dm6r6bl/

漢字１文字で連想する英単語

miracle

第２章

Sorry to say this, but you’re chasing a mirage.

22

flood

名

洪水

動

殺到する

The town was completely destroyed by floods.
その町は洪水で壊滅した

Donations flooded the newspaper and the school.

●流れる

fluent

/flú\6nt/

形

流ちょうな

＊ flu｛流れる｝＋ ent｛形容詞に｝
→名

fluency

流ちょう

Applicants should be fluent in Chinese and English.

WORD ROOTS

インフルエンザ（influenza）は流行性感冒。

応募者は中国語と英語が流ちょうでなければならない

I was surprised at her fluency in English.

fluctuate

/fl%ktƒuèit/

動

変動する、上下する

＊ fluct｛流れる｝＋ ate｛動詞に｝
→名
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fluctuation

変動

During the crisis, oil prices fluctuated between $20 and $40 a
barrel.
危機の間、石油価格は１バーレル 20 ドルから 40 ドルの間で変動した

Share prices on the New York Stock Exchange often fluctuate
wildly.
ニューヨーク証券取引所の株価はしばしば激しく変動する

Prices are subject to fluctuation.
物価は変動しやすい

flow

/flóu/

動

流れる

名

流れ

Oil flowed from the tanker into the sea.
石油がタンカーから海に流れた

The road repairs should not affect traffic flow.
道路の補修工事は交通の流れに影響を与えてはいけない

私は彼女の英語が流ちょうなのでびっくりした

influence

/ínflu6ns/

名

影響

動

影響を与える

動詞的な意味を持つ語根から連想する英単語

寄付金が新聞社と学校に殺到した

第６章

[flo, flu]

/fl%d/

＊ in｛中に｝＋ flu｛流れる｝＋ ence｛名詞に｝
→形

influential

影響力のある

Do TV programs influence children's behavior?
テレビ番組は子供たちの行動に影響を与えますか

Television has an enormous influence on young people.
テレビは若者たちに大きな影響を与えている

This magazine is influential in the marketplace.
この雑誌は市場に影響力がある

superfluous

/sup^\rflu6s/

形

余分な

＊ super｛超えて｝＋ flu｛流れる｝＋ ous｛形容詞に｝

Delete superfluous words.
余分な語を削除してください
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