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a lot of 〜

a lot of 〜	〔n〕たくさんの（数，量）＊数の場
合は複数扱い，量の場合は単数扱い；	a	 lot	
of	people	are 〜，	a	 lot	of	wine	 is 〜，	＊否
定文，疑問文では	many，	much を使う . 類
lots	of	（数），	a	good	（great）	deal	of	（量）	

a number of 〜	〔n〕 た く さ ん の（ 数 ）；	cf.	
the	number	of 〜，	〜 の 数，　A number 
of foreigners live in Tokyo. た く さ ん の 外 国
人が東京に住んでいる .　the	number	of	
foreigners	 living	 in	Tokyo 東京に住む外国
人の数	＊ a	number	of 〜	は複数扱い，	the	
number	of 〜	は単数扱い	

abandon	 [əbǽndən]	〔v〕（永久に）見捨てる，
（計画などを）やめる	〔n〕abándonment；	
abandon	the	sinking	ship 沈没する船をみす
てる，	abandon	one’s	plan 自分の計画を断念
する，	the	abandonment	of	the	body 死体遺
棄		類 forsake，	desert	

abduct	[æbdʌ́kt]	〔v〕 誘 拐 す る〔n〕abdúction；	
abduction	case 誘拐事件	abductor	拉致犯人	
abductee	拉致被害者　類 kidnap	

abide by	[əbáid]	〔v〕（規則，約束などを）守る；	
law-abiding	country 法治国家	類 observe	

ability	 [əbíləti]	〔n〕（努力して身につけた）能
力；	English-speaking	ability 英語を話す力	
類 capability（生まれつきそなわっている能
力）

abnormal	[æbnɔ́	ːm el]	〔adj〕異常な	〔n〕abnomálity	
	 源 ab+normal		
aboard [əbɔ́ːd]	〔adv.	prep〕	（船，飛行機など

大型の乗りものに）乗って	 源 a+board（板
→甲板）	；	ferry	with	100	people	aboard,	100	
人が乗ったフェリー，	aboard	a	passenger	
plane 旅客機に乗って	類 on	board	

abolish	 [əbɑ́liʃ/-bɔ́l-]	〔v〕（続いてきた慣習・
制 度 な ど を ） 廃 止 す る	〔n〕abolítion；	
abolish	communism	（the	apartheid	policy,	
capital	punishment）共産主義（人種隔離政
策，死刑）をやめる，＊ the	Abolition アメ
リカの奴隷制度廃止	

abortion	 [əbɔ́ːʃ en]	〔n〕妊娠中絶，（計画など
の ） 挫 折	〔adj〕	abórtive；	abortive	coup
成功に至らなかったクーデター＊流産は
miscarriage	

about-face	〔n〕 態 度 を 一 変 さ せ る こ と；	

political	about-face 政治的な変節	 類	turn-
about,	about-turn	

abroad	 [əbrɔ́ːd]	〔adv〕 外 国 へ（ で ） 源	a+	
broad；go	abroad 外国へ行く，study	abroad
留学する，	both	at	home	and	abroad 国の内
外で，	from	abroad 海外から	類	overseas

abrogate	 [ǽbrougèit]	〔v〕	（法律，条約などを
公式に）破棄する	〔n〕abrogátion；	China 
notified the Soviet Union of its intention to 
abrogate their mutual assistance treaty. 中国は
ソビエトに対して相互援助条約の破棄を通
告した .	

abrupt	[əbrʌ́pt]	〔adj〕唐突な	源 ab+rupt（破
裂）	cf.	rupture,	 interrupt	〔adv〕	abrúptly；	
He stopped his speech abrutly. 彼は突然演説を
やめた . 類 sudden	

absolute	 [ǽbsəl(j)ùːt]	〔adj〕 絶 対 的 な	〔adv〕
ábsolutely；	absolute	majority 絶対多数 =
半数プラス	1 のこと，	absolutely	necessary
絶対に必要な	

absorb	[əbsɔ́	ːb/-zɔ́	ːb]〔v〕吸いとる；be	absorbed	
in 〜，	〜に吸い込まれる→没頭する	 ○●
ショック・アブソーバー（車のバンパー）	

abstain	 [əbstéin]	〔v〕	（ 投 票 で ） 棄 権 す る，
（酒などを）やめる；	abstain	 from	voting	
（drinking）	

abstention	[əbsténʃ en]	〔n〕棄権；	The vote was 
5 in favor, 2 against with 3 abstentions. 投票結
果は賛成 5，反対 2，棄権 3 だった .	

absurd	 [əbsə́ːd]	〔adj〕ばかばかしくて不合理
な	〔n〕absúrdity	；	 It's absurd to think that 
teachers are always right.	 教師は常に正しい
と考えるのは馬鹿げている . 類 foolish，	silly,	
ridiculous 反 wise，	reasonable	

abundant	[əbʌ́	ndənt]	〔adj〕豊富な	〔n〕abún-
dance；abundant	 in	marine	 resources 海
洋資源が豊かである，	Marine resources are 
found in abundance there. そこでは海洋資源が
豊富に見つかる . 類	plentiful，	rich	反 scarce	

abuse	 [n.	əbjúːs,	v.	əbjúːz]	〔n.v〕	（権力，権利
などの）乱用（する），（子供などの）虐待（す
る），（眼などの）酷使（する）；	child	（drug,	
alcohol）	abuse	

accelerate	 [ækséləreit]	〔v〕	加速する，促進す
る；	accelerate	a	car,	accelerate	growth	○●



accept

アクセル（車）	（日）
accept	[æksépt]	〔v〕	（同意をして）引き受ける	
〔adj〕	accéptable	〔n〕	accéptance ；	accept	
Indochinese	refugees	インドシナ難民を引
き受ける，	acceptable	offer	同意できる提案
類 take	on,	undertake

access	 [ǽkses]	〔n〕	近づくこと，近づく道，近
づ く 権 利〔adj〕	accésible；	access	to	the	
Japanese	market	日本市場への参入	○● アク
セス権（情報）

accident	 [ǽksəd ent]	〔n〕	偶然，事故（事故は
偶然おこる），	cf.	incident	〔adj〕	accidéntal；	
traffic	accident	交通事故 by	accident	（偶然
に）=	accidentally	 類 by	chance	 反〔adv〕
intentionally

acclaim	[əkléim]	〔v〕	歓呼して迎える〔n〕
	 acclamátion	源 a	（c）+	claim	（叫ぶ）；	The 

people acclaimed him as the new leader.	 国 民
は彼を新しい指導者として歓呼して迎えた .	
by	acclamation	発声による賛成投票で

accommodate	[əkɑ́mədèit/-kɔ́m-]	〔v〕	（建物な
どが〜人を）収容する〔n〕	accommodátion

（s）；	Tokyo Dome can accommodate 55,000 
spectators.	東京ドームは 5 万 5 千人の観客
を収容する .	The hotel has accommodations for 
up to 2,000 guests.

accompany	 [əkʌ́mp eni]	〔v〕	（人などに） つ
いて行く，同伴する，伴奏する 

 源 a（	c）	+	company	（仲間）；	The President 
was accompanied by the First Lady.	大統領は夫
人を同伴していた .	accompany	the	violin	on	
the	piano	バイオリンにピアノで伴奏する

accomplice	 [əkɑ́mplis/-kʌ́m-]〔n〕	 共 犯 者；	
an	accomplice	 in	the	bank	robbery	銀行強
盗の共犯者 .	＊	principal	（offender）	主犯，	
accessory	従犯

accomplish	 [əkɑ́mpliʃ/-kʌ́m-]	〔v〕	（仕事，目
的など）達成する〔n〕	accómplishment	成
就，達成， -s 教養，たしなみ；	Mr. Gorbachev 
faced difficulties in accomplishing perestroika.
ゴルバチョフ氏はペレストロイカ達成の困
難に直面した . 類 attain,	achieve,	fulfil

accord	 [əkɔ́ːd]〔n〕	 合意，一致，国際協定	 類
agreement，	pact	反 discord

accordance	 [əkɔ́ːd ens]〔n〕	 一 致， 調 和；	 In 
accordance with the doctor's advice, I stopped 
smoking.	医師の忠告に従って，私は喫煙を
やめた .

according to	〔prep〕	〜によると  源 accord	+	
ing；	according	 to	newspapers	（weather	
forecast,	a	government	survey,	police）	新聞

（天気予報，政府の調査，警察）によると	

＊ according	to	me	とはいわない ,	as	far	as	
I	know	とする

account	 [əkáunt]	〔n〕	 説明，収支計算，勘
定；detailed	account	 詳 し い 説 明，	do	
household	accounts	 家 計 簿 を つ け る，	
accountant	会計士

account for	〜	〔v〕	〜の割り合いとなる；	The 
seas account for three quarters of the earth's 
surface.	海は地球表面の 4 分の 3 を占める .

accumulate	 [əkjú:mjulèit]	〔v〕	（徐々に）ため
る，たまる〔n〕	accumuláion；	accumulated	
debt	累積債務		類 gather，	collect

accurate	 [ǽkjərit]	〔adj〕	 誤りのない，正確な
〔n〕	áccuracy	；	accurate	pronunciation 正
確な発音，	accurate	account	 正確な説明，
accuracy	 天気予報の的中率	 類 correct，
exact,	precise		反 inaccurate

accuse	 [əkjúːz]	〔v〕		（相手を）非難する，告
訴 す る〔n〕	accusátion	；	The United States 
accused Japan of being too slow in opening 
its market.	アメリカは日本が市場を開放す
るにあたってゆっくりすぎると非難した .	
the	accused	刑事裁判の被告人	 類 blame，
denounce,	condemn

accustomed	 [əkʌ́stəmd]	〔adj〕	 慣れている 源
a（c）	+	custom	（ 習 慣 ）	；	be	accustomed	
to	 慣 れ て い る（ 状 態 ），	get	accustomed	
to	慣れる（という動作）	,	The Russians got 
accustomed to the new political system soon.	ロ
シア国民はすぐ新しい政治体制に慣れた .	
＊ to	のあとは名詞か動名詞 .	類 be	used	to
〜	，	be	accustomed	to	は努力して慣れる，
be	used	to	は知らず知らずのうちに慣れる
というようなニュアンス

ache	 [eik]	〔n.	v〕	 痛 み， 痛 む；	headache	 頭
痛，toothache	歯痛，	stomachache	胃痛，腹
痛，backache	肩こり，腰痛，	My head （tooth, 
stomach, back） aches.	 頭（歯，胃・腹 , 腰）
が痛い .	aches	and	pains	うずきと痛み	 類
pain,	pang

achieve	[ətʃíːv]	〔v〕	（努力して）成しとげる 〔n〕	
achíevement	；	What he has achieved so far is 
great.	彼がこれまでに成しとげたことは偉大
だ . 類 accomplish，	attain	　○● アチーブメン
ト・テスト

acid	[ǽsid]〔n.	adj〕	酸，酸の，すっぱい；	acid	
rain	酸性雨	類 sour

acknowledge	 [æknálidʒ/-nɔ́l-]	〔v〕	（ い や い
や ） 認 め る〔n〕	acknówledg(e)ment	；	He 
acknowledged his mistakes.	彼は自分のミスを
認めた .		類 admit，	recognize

acquaint	 [əkwéint]	〔v〕	（人に情報を与えて）
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WXYZ 

wage [wéidʒ] 〔n. v〕 賃金，給料，（戦争など
を）行う； ＊ wage は主に肉体労働者の給料，
salary はホワイトカラーに支払われる給料，
wage earner, wage raise 賃上げ＝ pay raise

（increase）， ＊ wage は複数形で使われるこ
とが多い 類 pay は一般的に広く用いられ
る，wage war （a campaign, a battle）

wait [wéit] 〔v〕 待つ，給仕する； wait for 〜 , 
〜を待つ＝ await（wait for の方が一般的），
wait-and-see policy なりゆき待ちの方針，
waiter（waitress） 給仕，ボーイ，waiting 
list 補欠人名簿，キャンセル待ち名簿 cf. 
await は他動詞 , much-awaited 待望の

wake [wéik] 〔v〕 目ざめる，起こす （waken）； 
wake to 〜 , 〜に気づく＝ become aware of, 
wake up 目がさめる＝ wake from sleep, cf. 
awake, awaken は wake, waken より堅い言
い方で（精神的に）目覚め（させ）る意味
に用いられる

walk of life [wɔːk] 〔n〕 階層，（社会的） 地位，
職業； all（various）walks of life あらゆる（い
ろいろな）職業（階級）の人々

walkout [wɔ́ːkàut] 〔n〕 職 場 放 棄， 退 席 〔v〕 
walk out （抗議して）突然退場する，スト
をする； rail workers' walkout 鉄道スト，
Workers staged a walkout in protest against 〜 . 
労働者は〜に抗議して職場放棄した .

wander [wɔ́ndər] 〔v〕 歩 き 回 る， さ ま よ
う； wander from a course 正 道 を 外 れ
る，wandering tribes 遊牧民族 cf. stray は
deviate の意味に近い

wane [wéin] 〔v. n〕 （月が）欠ける（こと），衰
え（る）； Daylight is waning fast. 日はどんど
ん陰りつつある . His popularity is waning. 彼
の人気は衰えかけている . on the wane 衰え
かけて

want [wɑ́nt/wɔ́nt] 〔v. n〕 欲する，必要とす
る，（犯人を） 手配する，欠乏，不足； I want 
you to do so. 私はあなたがそうするよう望む. 
be on a wanted list 指名手配されている，
family in want 貧しい家庭 類 want は欠け
ているものを補う意味，lack は何かが欠け
ている状態，want は最も普通に使われる日
常語，hope はよいことを望む，wish は困難
なことを望む

wanton [wɔ́ːnt en, wɑ́n-/wɔ́n-] 〔adj〕 気 ま ぐ
れな， でたらめな； Mr. Sagawa's wanton 
spending of money amounting to billions of 
yen 佐川氏による何十億円にも上る気まぐ
れな金使い，Aum's wanton cruelty

war [wɔː] 〔n. v〕 戦 争（ す る ）； the Cold 
War 冷 戦，nuclear war 核 戦 争，war of 
aggression 侵略戦争，aggressive（defensive）
war 侵 略（ 防 衛 ） 戦 争，declare war on

（against） 〜 , 〜 に 宣 戦 布 告 す る，the 
Vietnam War cf. battle（戦争中の個々の戦
闘 the Batt1e of Leyte レイテ戦）， warring 
countries 交戦国

war dead [wɔ́ːded] 〔n〕 the（集合的に）戦争
で死んだ人々； Cabinet ministers paid homage 
to the war dead at Yasukuni Shrine. 閣僚達が靖
国神社に参拝した .

war-torn 〔adj〕 戦火に引き裂かれた， 戦争
で 破 壊 さ れ た ＝ war-ravaged； war-torn 
Cambodia 戦火で引き裂かれたカンボジア，
war-ravaged Croatia 戦争で破壊されたクロ
アチア

ward [wɔːd] 〔n. v〕 行政区，病室（棟） ，監
房， かわす （off）； Chiyoda Ward 千 代 田
区，ward office 区役所，the isolation ward 
of the hospital 病院の隔離病棟，be under 
ward 監禁されている，ward off criticism 
批判をかわす

warehouse [wɛ́ərhàus] 〔n〕 倉庫，商品保管所； 
bonded warehouse 保税倉庫，warehousing 
industry 倉庫業 ○● 税関のウワヤ（日）

warfare [wɔ́ːfɛ̀ə] 〔n〕 戦争，交戦状態 源 war
＋ fare ＝ to go 戦 争 に 行 く − 戦 争（ 行
為）； guerrila warfare ゲリラ戦，chemical 
warfare 化学戦，air warfare 空中戦

warhead [wɔ́ːhed] 〔n〕 （ミサイルなどの）弾
頭； nuclear warhead 核弾頭，conventional 
warhead 通 常 火 薬 の 弾 頭，multip1e 
warheads 多弾頭，warhead yield 弾頭威力，
warhead missile 核弾頭装着ミサイル

warm [wɔːm] 〔adj. v〕 暖 か い， 暖 め る 〔n〕
warmth； warm up （競技などの）準備運動
をする，hot day は暑い日，warm day は暖
かい日（イギリス人は夏の暑い日も a very 
warm day という） 反 cool,  cf. heat
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warn [wɔːn] 〔v〕 警告する； Police warned the 
demonstrators. 警察はデモ参加者に警告し
た . Weathermen warn ships of an approaching 
tyhoon. 天気予報官は船舶に近づく台風を知
らせる . 類 caution

warning [wɔ́ːniŋ] 〔n〕 警 告， 警 報； The 
broadcast gave a warning of a tidal wave. 放送
は高波を警告した . issue warnings against 
photochemical smog 光化学スモッグ警報を
だす ＊ warning は重大な危険などを警告，
caution は危険なことをしないように注意，
advise は忠告の意味の一般的な語

warrant [wɔ́ːrənt] 〔n. vt〕 正 当 な 理 由， 令
状， 正当化する， 保証する； warrant for 
his arrest 彼の逮捕状，search warrant 捜
索 令 状，The firm warranted the quality of its 
products. 会社は製品の品質を保証した 類
guarantee が一般的 反 unwarranted

wary [wɛ́ eri] 〔adj〕 用 心 深 い， 慎 重 な 〔n〕 
wáriness； They are wary of his new policy. 
彼らは彼の新政策に用心している . keep a 
wary eye on him 彼を油断なく見守る 類
cautious

waste [wéist] 〔n. v〕 浪費（する）， 廃棄物 〔adj〕 
wásteful； waste time on trifles つまらな
いことに時間を無駄に過ごす，wastes with 
high-level radioactivity 高レベル放射性廃棄
物，country wasted by a long war 長期の
戦争で荒廃した国（destroy の方が普通） ○●

ウエス （ボロ布） （日）
watch [wɑtʃ/wɔtʃ] 〔v. n〕 注目する，警戒 〔adj〕 

wátchful 用心深い，油断のない 類 careful； 
watch television（TV） テ レ ビ を 見 る， 
watch は普通動くものを見張る，見物する 
watcher, 〜問題の研究家 cf. hand

watchdog [wɑ́tʃdɔ̀ːg/wɔ́tʃdɔg] 〔n〕 番犬，監視
者； act as a watchdog お目付け役として行
動する，watchdog of the Constitution 憲法
の番人（最高裁），watchdog committee 監
視（査）委員会

wave [wéiv] 〔n. v〕 波，手を振る； cold（heat）
wave 寒（熱）波，on the short wave 短波
の（で），long wave 長波，medium wave 
中 波，microwave 極 超 短 波，wave one's 
hand（hat） 手（帽子）をふる

way [wéi] 〔n〕 道，方法； the House Ways and 
Means Committee [ 米 ] 下院歳入委員会，
one's way of life（thinking） 生き方（考え方）

weak [wíːk] 〔adj〕 弱い 〔n〕 wéakness； weak 
currency 弱 い 通 貨，weak tone 弱 含 み

（相場が下がる傾向＝ bearish cf. bullish）， 
weak-kneed 弱腰の 反 strong

weaken [wiːk en] 〔v〕 弱める，弱る； weaken 
one's health（eyesight） 体（視力）を弱め
る，The flood weakened the foundation of the 
bridge. 洪水で橋の土台が弱くなった . 反
strengthen

wealth [wélɵ] 〔n〕 富， 富 裕 〔adj〕 wéalthy； 
a man of wealth 金 持 ち，a man with a 
wealth of experience 経 験 の 豊 か な 人，
wealthy nations in the north 北半球の富め
る国々 類 fortune 類 prosperous 反 poverty

weapon [wépən] 〔n〕 武 器， 兵 器； nuclear 
weapons 核 兵 器，Aikido is a martial art of 
weaponless self-delense. 合気道は武器を持た
ない護身術 . weaponry 〔n〕 （集合的）兵器
類，武器類 類 arms は戦争に用いる兵器に
のみ用いる

wear [wɛə] 〔v. n〕 身につけている，すり減る（ら
す），衣服 ＊ wear は身につけている状態を
表し，put on は身につけるという動作を表
す（wear の目的語は服，帽子，靴など身に
つけるもの一切を含む）； casual wear ふだ
ん着，wearing apparel 衣類，wear out す
り切れる（もう使えない），worn tire すり
減ったタイヤ

weary [wí eri] 〔adj. v〕 疲れた， うんざりし
た（ す る ）， 疲 れ さ せ る 〔n〕 wéariness 

〔adj〕 wéarisome； weary feet 疲 れ た 足，
weariness from labor 働き疲れ，wearisome 
task 疲れる仕事 類 tired より堅い語

weather [wéðə] 〔n. v〕 天気，風雨にさらす 〔n〕 
wéatherman （ 天 気 ） 予 報 官； How is the 
weather today? ＊形容詞がない場合は the を
つける，weather はそのときどきの天候，
climate はある地方の平均的な気候

wedge [wedʒ] 〔n. v〕 くさび（を打つ），くさび
で締める； drive a wedge into 〜 , 〜にくさ
びを打ち込む，wedge to disrupt a political 
party 政 党 を 分 裂 さ せ る く さ び， wedge 
oneself into 〜 , 〜に割り込む

weep [wiːp] 〔v〕 泣く， （涙を流して） 悲しむ； 
weep over misfortunes 不運を嘆き悲しむ， 
weep for joy うれし泣きする 類 cry は痛み
などで声をだして泣く，sob はすすり泣く

weigh [wéi] 〔v〕 目方を量る，重さが〜である，
評価する，比較検討する 〔n〕 wéight； weigh 
the pros and cons of 〜 , 〜の是非を検討す
る，weight system（of baggage） 手荷物重
量制限，weight-lifting ウェイトリフティン
グ，weight1essness 無重力状態

welfare [wélfɛ̀ə] 〔n〕 福 祉（ 事 業 ）， 幸 福； 
social welfare 社会福祉，public welfare 公
共 の 福 祉，welfare state 福 祉 国 家，the 
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Health, Labour and Welfare Ministry 厚生
労働省，welfare benefit 福祉手当

well-known [wèlnóun] 〔adj〕 よく知られた； 
well-known fact よく知られた事実，well-
known poet 有名な詩人 類 famous, noted

well-off [wèlɔ́ːf] 〔adj〕 裕福な，〜に恵まれて
（for）； well-off man 裕福な人，We are well-
off for alpine plants here. 当地には高山植物が
たくさんあります . 類 rich より口語的，cf. 
well-to-do ，反 bad（ly）-off

well-wisher 〔n〕 好意を寄せる人，支持者； A 
lot of well-wishers visited the Imperial Palace. 
たくさんの人々が皇居を訪れた .

wet [wet] 〔adj. v〕 （水，涙で） ぬれた，ぬらす； 
wet suit 潜水用ゴム服，wet day 雨もよう
の日，wet weather 雨天，the wet season 
雨期，＊ rainy より口語的 類 damp, humid 
反 dry

what 〜 call 〔pron〕 〜が（一方的に） 言う
と こ ろ の； The United States will no longer 
tolerate what it calls the suppression of human 
rights in China. アメリカは中国の人権抑圧を
許容しない . cf. what we call いわゆる

wheat [hwiːt] 〔n〕 小麦； wheat noodle うど
ん，cf. barley 大 麦，rye ラ イ ム ギ，the 
International Wheat Council （IWC） 国際小
麦理事会−ロンドンに本部を置き，輸出入
国双方の利益のため自由交渉を確保する機
関 ＊小麦は戦略物資として使われる

wheel [hwiːl] 〔n〕 輪，車輪，ハンドル （steering 
wheel）； in a wheelchair 車いすにのって，
wheel and deal ビジネスや政治目的のため
の強引で派手な取引をする

when it comes to 〔adv〕 〜の話になると，〜 
という点では； When it comes to swimming, he 
is No.1 in the class. こと水泳に関しては，彼
はクラスでナンバーワンである .

whereabouts [hwɛ́ erəbàuts] 〔n〕 居所，行方； 
His whereabouts is（are）unknown. 彼の居所は
不明だ . No clues to the murderer's whereabouts 
have（has）been found. 殺人者の行方につい
ての手がかりは発見されていない .

whip [hwip] 〔n. v〕 むち（打つ）， （議会の） 
院 内 総 務 （party whip） cf. floor leader； 
whiplash （injury） む ち 打 ち 症，The 
Hiroshima Carp whipped the Hanshin Tigers 
1-0. カープ，タイガースを 1 対 0 で破る . 
whipped cream 生クリーム

whirl [hwəːl] 〔v. n〕 ぐるぐる回る（回す），渦
巻き，旋回； whirlwind 旋風，つむじ風，A 
gust of wind whirled through the ball park. 突風
が野球場を吹き荒れた .

whole [houl] 〔adj. n〕 全体（の）； the whole 
world ＝ all the world 全世界，as a whole 
全体として，on the whole 全体からみて，
概して ＊ whole は全体を統一的にひとつと
してとらえるのに対して，all は個々の集積
による全体，従って whole には定冠詞を付
す . また複数名詞や固有名詞を直接修飾し
ない

wholesale [hóulsèil] 〔n. adj. adv〕 卸（売り）（の・
で），大規模の（に）； wholesaler 卸売り業者，
wholesale prices 卸売り価格，cf. retail

widen [wáidn] 〔v〕 広くする （なる）； widen 
the road 道 路 を 広 げ る，widen one's 
experience 経験を広める，The gap widens. 
ギャップが開いていく .

wield [wiːld] 〔v〕 振 る う； He has wielded 
enormous influence over the party. 彼はその党
に絶大な影響力を振るった . gun-wielding 
robber 銃を振りかざした強盗

wild [waild] 〔adj〕 野性の，自然の，荒い； wild 
animal 野性動物，wild bird 野鳥，wild life 

（集合的）野生動植物，wild fluctuation （相
場の）乱高下 反 tame

will [wil] 〔n〕 意志， 遺言； a man of strong 
will 意志の強い人， Where there's a will, there's 
a way. 気持ちがあれば方法は見つかるも
の . a（written）will ＝ testament 遺 言 cf. 
suicide note 遺書

willing to 〔adj〕 喜んで〜する； I'm wlling to 
help you. 喜んでお手伝いしましょう . ＊
willing はやむをえないこと，いやなことを
する場合が多く，glad はうれしいことに用
いる，be ready to と違って自分から積極的
にしたいという気持ちは含まない

win [win] 〔v. n〕 勝つ，勝ちとる，勝ち； They 
won the baseball game. 彼 ら は 野 球 の 試 合
に 勝 っ た，cf. They defeated his team in 
baseball （試合に勝つは win, 相手に勝つは
defeat）， winner 勝利者， winning pitcher 勝
利投手， four wins against（to）two losses 
4 勝 2 敗 反 lose, loss

wind [wáind] 〔v〕 巻く （道・川が） うねる； 
wind（up）the clock 時計のネジを巻く，
The river winds toward the lake. その川は曲が
りくねって湖へ流れ込む .

wind up 〔v〕 （会議・旅行などが） 終了する，（事
業などを） たたむ； wind up his state visit 
to Japan 国賓訪日を終える， The real estate 
company was wound up two years ago. その不
動産会社は二年前に解散した .

windfall 〔wíndfɔːl〕 profit 〔n〕 思いがけない
（タナボタ式の） 利益； windfall-profit tax 
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（米）超過利得税，earn a windfall profit 思
いがけない利益を得る

winning streak [striːk] 〔n〕 連 勝； The team's 
winning streak ended after six games（the 
team's winning streak lasted for six games）. そ
のチームの連勝は 6 ゲームでストップした .

wipe [wáip] 〔v. n〕 ぬぐう，ひと拭き，拭き取
ること； wipe one's mouth with a napkin ナ
プキンで口をぬぐう， wipe a memory 記憶
をぬぐい去る， windshield wiper 車のワイ
パー＝ windscreen wiper

wipe out 〔v〕 ぬ ぐ い 去 る， 消 し 去 る； 
Government forces wiped out guerrillas. 政府軍
はゲリラを全滅させた . The whole village was 
wiped out by the floods. 洪水で全村が壊滅した.

wish [wiʃ] 〔v. n〕 願い（ う） 〔adj〕 wíshful； 
People do not wish for the parliamentary debate 
to be thrown into confusion. 国民は国会審議が
混乱に陥ることを望まない . 類 wish は実現
しそうもない，難しいことを望む，want は
口語的で，必要なものや足りないものを欲
しがること，desire は格式語で，強く望む， 
wishful thinking 希望的観測

with （in） regard to 〔prep〕 〜 に 関 し て は； 
Female workers are catching up with male 
workers with regard to salaries. 給料に関して
は女性労働者は男性に追い付いてきている . 
類 regarding, cf. without regard to

withdraw [wiðdrɔ́ː/wiɵ-] 〔v〕 撤退する， （ 金
を） 引き出す， （約束を） 取り消す； Baghdad 
lifted the blockade after armed Kurds withdrew 
from cities in northern Iraq. イ ラ ク は 武 装
ク ル ド 人 が 撤 退 し た の で 封 鎖 を 解 除 し
た . withdraw 10 thousand yen from one's 
account 預金を１万円引き出す

withdrawal [wiðdrɔ́ː el/wiɵ-] 〔n〕 撤退， 引き
出し，回収； US military withdrawal from 
Afganistan 米軍のアフガニスタンからの撤
退，the withdrawal of the statement 声明
の取り消し 類 pull-out

wither [wíðə] 〔v〕 （ 植 物 が ） し ぼ む （ ま せ
る）， しおれる， 枯れる （らす）； Greens in the 
kitchen garden withered in the hot sun. 強 い
日差しで菜園の青野菜がしおれた . Public 
support for him withered rapidly. 彼への国民の
支持は急速にしぼんだ .

withhold [wiɵhóuld/wið-] 〔v〕 抑える，差し控
える，保留する； The government spokesman 
withheld a direct comment on 〜 . 政府スポー
クスマンは〜について直接論評することを
控えた . Police withheld his name because he is 
a minor. 彼が未成年者であるため警察は彼の

名前を伏せた .
withstand [wiɵstǽnd/wið-] 〔v〕 抵 抗 す る，

持 ち こ た え る； They have to make the walls 
strong enough to withstand Tsunami. 津波に耐
える頑丈な壁を作らねばならない . They will 
be able to withstand hardships. 苦難に負けな
いだろう .

witness [wítnis] 〔n. v〕 証人，目撃者，証言す
る， 目 撃 す る； testify before Parliament 
as a witness under oath 宣誓証人として
国会で証言する，Witnesses said the hit-and-
run vehicle was a truck. ひき逃げ車はトラッ
クだったと目撃者が語った . witness box

（stand） （法廷の）証人席 類 eyewitness
wonder [wʌ́ndə] 〔n. v〕 不思議（に思う），驚異； 

The questions were good because they made you 
wonder about real things. 実体を考えさせるよ
い質問だった . （It is）no wonder（that）〜，
No wonder 〜， 〜は当然だ 類 be surprised 
より堅い語

wood [wud] 〔n〕 森，木材 ＊立ち木は tree, 
wood は人里に近い森，forest は人里はな
れた大森林 woodcut（wood engraving） 木
版画，wood carving 木彫り，woodwind 木
管楽器，wood pulp 木材パルプ，wooden 
house 木造住宅

word [wə́ːd] 〔n〕 言葉，約束； in other words 
言い換えれば，in a word 一言でいえば，
Don't break your word. 約束を破るな . word-
of-mouth communication 口コミ，word-for-
word translation 逐語訳 cf. free translation

wording [wə́ːdiŋ] 〔n〕 言 葉 遣 い， 文 言； 
interpretation of the wording of the joint 
communique 共同声明の表現の解釈

work [wəːk] 〔n. v〕 仕事，作品，働く，動く（か
す）； look for work 仕事を探す，work part-
time アルバイトをする，All work and no play 

（makes Jack a dull boy）. 勉強（仕事）ばか
りしているとバカになる . （後半は言わない
ことが多い）

work for 〔v〕 〜で働く，〜のために働く； He 
has worked for NHK for more than 30 years. 彼
は 30 年以上 NHK に勤めている . Leaders of 
many nations are working for peace. 多くの国
の指導者が平和のために働いている .

work out 〔v〕 （計画などを） 作成する，骨を
おって作り出す； The governing party worked 
out a bill to allow SDF personnel to join in UN 
peacekeeping operations. 与党が PKO 法案を
作成した . 類 draw up, map out

working-level 〔adj〕 事務レベルの，実務レベ
ル の； working-level talks（consultations） 
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事務レベル会談（協議） ＊次官クラスまで
の会談 cf. ministerial talks

worldwide [wə̀ːldwáid] 〔adj. adv〕 世 界 的
な（ に）， 全世界に広がった； worldwide 
nuclear disarmament 世 界 的 な 核 軍 縮，
worldwide fame 世界的名声 ＊名詞の前後
いずれにも用いる cf. nationwide

worn-out 〔adj〕 使い古した， 疲れ切った； 
worn-out rails 摩滅したレール，worn-out 
shoes すり切れた靴 ＊ wear の p.p.

worry [wə́ːri/wʌ́ri] 〔v. n〕 心配（する，させ
る）； Don't worry! 心配はいらない . People 
worry about the safety of nuclear energy. 核エ
ネルギーの安全性を心配する . She would be 
free from financial worry. 彼女は金銭的心配が
なくなるだろう ＊名詞は複数形で用いるこ
とが多い

worse [wəːs] 〔adj〕 より悪い，bad（ill） の比
較級，the worst（最上級）； Drinking is bad, 
but eating too much is worse. 飲 酒 は よ く な
いが，食べすぎはもっと悪い . turn for the 
worse 事態が悪い方へ向かう，prepare for 
the worst 最悪の事態に備える 反 better

worsen [wə́ːsn] 〔v〕 より悪くする（なる）； The 
impasse threatens to worsen bilateral relations. 
行詰りは相互関係を悪化させるものとみら
れている . 類 deteriorate

worship [wə́ːʃip] 〔n. v〕 礼拝（する），崇拝（す
る ）； People worship at their ancestral graves 
on the vernal equinox. 春分の日に祖先の墓参
りをする . the official worship at Yasukuni 
Shrine by Cabinet Ministers 閣僚の靖国神
社公式参拝，worshipper 参詣人 ＊ warship 
[wɔ́ːʃip] と混同しないよう

worth [wəːɵ] 〔adj〕 〜の価値がある； The old 
sword is worth 100 thousand dollars. その古刀
は 10 万ドルの値打ちがある . A bird in the 
hand is worth two in the bush. 捕らえた一羽の
鳥はやぶの中の二羽の鳥の価値がある .

worthy of [wə́ðiːəv] 〔adj〕 〜にふさわしい，〜
に 値 す る； His deed is worthy of praise. 彼
の行いは賞賛に値する . subject worthy of 
careful study 綿密に研究する価値のある問
題， 〜（who or which is）worthy of the 
name, 〜の名にふさわしい

would-be 〔adj〕 自称の，〜になるはずだった； 
would-be novelist 自 称 小 説 家，would-be 
assassin 暗殺未遂者，would-be gentleman 
紳士気取りの人

wound [wuːnd] 〔n. v〕 傷（つける）； gun-shot 
wound 弾丸による傷 cf. stab 刺傷，He was 
badly wounded in the Gulf War. 彼 は 湾 岸 戦

争でひどい傷を負った . a wound to one's 
pride プライドを傷つけるもの ＊事故の場
合は hurt, injure

wrangle [rǽŋgl] 〔v. n〕 口論（する），激論（す
る ）； wrangling over a Cabinet Minister's 
controversial remarks 閣僚の問題発言を
め ぐ る 激 論，wrangle over his views of 
history, 彼の歴史認識に関して激論する

wrap up 〔v〕 （活動・仕事を） 終わる，まとめる，
結論をだす 〔v〕 wrap 包む，くるむ，包装する； 
The Lions wrapped up their second consecutive 
and eighth Pacific League title. ライオンズは
二年連続，八度目のパ・リーグ優勝を勝ち
取った . wrap-up（story, news） まとめの記
事（ニュース）

wreath [ríːɵ] 〔n〕 花 輪， 花 冠； The prime 
minister laid a wreath on a monument to the war 
dead. 首相は戦没者記念碑に花輪を捧げた . 
cf. bouquet は花束

wreckage [rékidʒ] 〔n〕 難破，残骸（集合名詞） 
〔v. n〕 wreck （船を）難破させる，（人を）
遭難させる， 残骸； Rescue workers cleared 
the wreckage. 救助隊は残骸を取りのぞいた . 
Bodies were recovered from the wreckage. 残骸
から遺体が回収された . be wrecked on a 
rock 岩に乗り上げる，wrecked ship 難破船

wrest [rest] 〔v. n〕 ねじる（こと），もぎ取る，
〜を努力して得る； The conservatives wrested 
the premiership from the reformist camp. 保守は
革新から首相の座を奪い取った . The boxer 
wrested the fly-weight title from the Mexican 
champion. メキシコのチャンピオンからフラ
イ級タイトルを奪いとった . ○● wrestling レ
スリング

write [rait]〔v〕 書く〔n〕 wríter 書く人 , 作
家；Who wrote his letter ? = Who is the writer 
of this letter ?  Who wrote the Declaration of 
American Independence ?  Thomas Jefferson 
did. Tell me some names of famous writers 
in  prewar days. （Shiga Naoya, Tanizaki 
Junichiro, Kawabata Yasunari, Akutagawa 
Ryunosuke, Kobayashi Takiji ）

write off [rait ɔf] 〔v〕 帳 消 し に す る 〔n〕 
write-off； write off bad loans 不良債権を
償却する

wrong [rɔːŋ/rɔŋ] 〔adj. adv〕 悪い（く），間違っ
た，不正な（に）； wrong number （電話で）
番号違い，take the wrong train 列車を間
違える，There is something wrong with the car. 
自動車のどこかが故障している . 反 right

wrongdoing [rɔ́ːŋdù （ː） iŋ/rɔ́ŋ] 〔n〕 悪事， 不
法（不正）行為，非行，犯罪； The presidents 
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of the major securities companies admitted their 
firms' wrongdoing. 主要証券会社の社長は会
社の不法行為を認めた .

xenophobia [zenəfóubiə] 〔n〕 外国（人）嫌悪 
源 xeno（＝ stranger）＋ phobia（恐れる，
避ける cf. hydrophobia 狂水病）； try to do 
away with xenophobia 外国人恐怖症を克服
しようと努める

yearly [jíəli] 〔adj〕 毎年の，年一回の，一年限り
の； Former residents want to pay a yearly visit 
to Kunashiri Island. 元島民は毎年一回の国後
島訪問を望む . on a yearly basis 年間の単位
で， yearly income 年収

yet [jet] 〔adv〕 まだ，それにもかかわらず， cf. 
still, nevertheless； They have enough time yet. 
時間はまだ十分ある . （否定文の中で）まだ

（〜ない） He has not arrived yet. 彼はまだ到
着していない. （疑問文の中で）もう，すでに， 
Has he arrived yet ? 彼はもう着いたか？

yet to 〔adv〕 これから〜する，まだ〜してない； 
The schedule is yet to be fixed. 計画はこれから
決まる . The cause of the accident has yet to be 

determined. 事故原因はまだわかつていない . 
The promise is （has） yet to be fulfilled. 約束は
これから果たされる . ＊ be yet to, have yet 
to ，それぞれ be to, have to に yet を挿入
したもの

yield [ji:ld] 〔v. n〕 生ずる， 屈伏する， 生産
（高），収穫物，（核爆発の）爆発力； The tree 
yields fruits. その木は果物がなる . yield to 
invaders（US pressures） 侵略者（アメリカ
の圧力）に屈伏する， a large yield of tin 錫
の大量産出， explosive yield of 150 kilotons 
150 キロトンの爆発エネルギー

youth [ju:ɵ] 〔n〕 若 さ， 若 者， 青 春 時 代
（childhood と maturity の 中 間 ） 〔adj〕 
yoúthful 若 い， 青 年 ら し い 反 elderly ；
keep one's youth 若さを保つ， the youth （集
合的に）若い人達 ＊主として男性に用いる 
○● ユース・ホステル

zone [zoun] 〔n〕 地 帯， 区 域； demilitarized 
zone 非武装地帯， nuclear-free zone 非核地
帯， no-parking zone 駐車禁止区域
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国際英語基本 4,000 語の使い方

＊ 茅ヶ崎方式の教本類は、固有名詞や特殊な用語を除き、全てこの用語集所載の

4,000 語のみで書かれています。したがって、茅ヶ崎方式の学習には、この用語

集のみを辞書として使用します。

＊　 BOOK-0 から BOOK-5 までの教本には、完全文だけで約 8,000 の用例があります

から、学習を続けているうちに、知らず知らずのうちに、4,000 語が使える語彙（使

用語）として身についていきます。また、これらの語彙は、現在世界で使われて

いる英語の語彙の内、使用頻度の高いものに集中しています。たとえばアメリカ

初の黒人大統領として、世界が注目したバラク・オバマ氏の就任演説 ( 次頁 ) に

使われた語彙の 98.2% をカバーしています。したがって、身についた語彙は、直

ぐ外国人との実際のコミュニケーションに役立ちます。

＊　 この用語集は、面白く読めるように工夫してありますので、まず一度通読してく

ださい。そこで、既に使用語として身についている語は、蛍光ペンで消します。

その後も、学習が進むにしたがって語彙が増えていきますから、チェク・リスト

等を使って確認したうえ、使用語化した語を消し、残った語彙に努力を集中して

ください。BOOK-4 を終了する頃には、4,000 語が身についているはずです。こ

の国際英語基本 4,000 語を使用語化すれば、あらゆる分野の国際コミュニケーショ

ンにほぼ不自由することはなくなるでしょう。

＊　 そうすると、英字新聞も辞書なしで読めるようになっていますから、語彙は 4,000

語以上に広がっていきます。また、ＣＯＤなどの英英辞書や Webster などの大

型辞書も使えるようになり、辞書の編集に携わった先人達の知恵と努力を十分に

汲み取ることが出来るようになって、豊かな英語文化の世界に分け入る強力な基

盤を築いたことを実感できるでしょう。（Ｍ）
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茅ヶ崎方式学習システムの使い方 

　茅ヶ崎方式の学習目標は、英語を話す外国人と英語で対話をすることです。対話は、

相手の言うことを聴き取れなくては成り立ちませんから、まず LISTENING の力を身

につけることに力を注ぎます。そのために、相手の言うことを聴き取れない原因を見

極め、段階的に克服していきます。聴き取れない原因は、次の５つの力が不足してい

ることです。

１．語彙　２．統語法　３．スピードへの対応力　４．背景知識　５．類推力

1.　語彙
　茅ヶ崎方式の用語集である「国際英語基本 4,000 語」は、外国人との対話を想定し

て選ばれており、例えば、オバマ大統領の就任演説に用いられた語の 98％以上をカバ

ーしています。このシステムの８冊の教本類は、固有名詞などを除き、全て、この
4,000 語で書かれています。4,000 語を序文の表のように配分し、易しいものから順

に何回も使うことによって無理なく使用語化できるようにしてあります。

２．統語法
　統語法（syntax）というのは、語の順序や文の構成に関する規則ですが、日本語と英

語では大きく異なります。茅ヶ崎方式では、BOOK-0 から BOOK-5 に至る全教本で、

用例を学習しながら統語法を身につけるようにしてあります。BOOK-0 では「英語の

しくみ」というパートを設けて統語法の基本を配置、BOOK-1 では統語法の核となる

部分を中心に各 UNIT を構成、BOOK-2 では NOTES を設けて重要な点を復習、BOOK-

3, 4 では巻末に文法事項・慣用語法リストを付して重要な構文を含む用例を分類して

学習、そして BOOK-5 では preparatory exercise と「ひとくちメモ」で総合復習をします。

３．スピードへの対応力
　ＮＨＫの全世界向け英語放送（listener の多くは non-native）のアナウンサーは、１

分間に 150 〜 180 語程度のスピードでニュースを読みますが、LISTENING に不慣れな

日本人が聴くと、とてつもなく速く聞こえるようです。しかし、語彙と統語法がある

程度身につき、英語の音韻になれてくると、スピードは気にならなくなります。付属

のＣＤで繰り返し練習してください。
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４．背景知識　
　仕事についての話は十分通ずるのに、他の話題になるとダメなのは、話の内容につい

ての知識とそれを表現する語彙の不足が原因です。茅ヶ崎方式の教材はニュース（或い

は歴史的事実）ですから、いろいろな内容に対応する知識を蓄積できます。

　＊　最新のニュースについては茅ヶ崎方式英語会協力校用週刊教材を利用してくださ

い。

５．類推力
　 英 語 の native speaker は 日 常 ２ 万 語 程 度 の 語 彙 を 使 用 し て い る よ う で す か ら、

４０００語で全てをカバーすることをはできません。しかし、対話の中で数％の知らな

い言葉が出てきても、類推によって十分カバーできます。　学習時にわからない単語が

あっても直ぐに用語集を見るのではなく、全体からその語の意味を類推する練習をして

おけば、類推力は高まります。また、LISTENING COMPREHENSION TEST を聴く際も、

1 回目から、知っている単語や背景知識を総動員して内容を類推してください。

　茅ヶ崎方式のシステムは、それぞれの英語力に合わせて、どの段階からでも利用でき
ます。自分の英語力を各教本のＵＮＩＴ－１でチェックして、ひとつ下の教本から始め

るとよいでしょう。

　十分に LISTENING の力をつけながら語彙や統語法、背景知識などを INPUT した後、

BOOK-5 では蓄積した力を OUTPUT つまり書く力、話す力へ展開していきます。

＊　各教本の使い方は、それぞれの教本の巻末に説明してあります。
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