
0090
0183 differ

ªd]fcRº

違う
differ from ～　～と違う
differ with ～　～と意見が違う
differ in ～　～という点で違う

How do Japanese and Australian 
breakfasts differ?

日本とオーストラリアの朝食はど
のように違いますか。

di-「離れて」＋fer「運ぶ」→「離れた所へ運ぶような」→「異なる」。このferはferry「フェリー」の
語源でもある。

0091
0184 emphasize

ª'mfcs{izº

～を強調する Kennedy emphasized the 
importance of TV in his 
presidential campaign.

ケネディは大統領選でのテレビの
重要性を強調した。

0185 emphasis
ª'mfcsisº

名 強調
古代ギリシャ語のen-「中へ」＋phaino「光らせる」→「光を当てる」より。fantasy「空想」，
phantom「幻」なども「光」に関連する同語源。

0092
0186 detect

ªdit'ktº

～に気づく；感知する In truth, most of us cannot 
usually detect lies and probably 
do not want to.

実際，私たちの大半はふつう，
嘘に気づかないし，おそらく気づ
きたいとも思わないのだろう。0187 detection

ªdit'kÍcnº

名 発見；感知

detectiveと言えば「刑事，探偵」の意。0188 detector
ªdit'ktcRº

名 探知機
0093
0189 puzzle

ªp&zlº

～の頭を悩ます
be puzzled　当惑する
名 パズル；なぞ

You may be puzzled by the way 
Japanese are always justifying 
themselves.

あなたは，常に自己正当化する
日本人のやり方に，悩まされるか
もしれない。

jigsaw puzzle「ジグソーパズル」，crossword puzzle「クロスワードパズル」，puzzle ring
「知恵の輪」なども覚えておこう。

0094
0190 settle

ªs'tlº

～を解決する；落ち着かせる；移り住む It is difficult to settle
international border disputes.

国境紛争を解決するのは難し
い。

0191 settler
ªs'tlcRº

名 移住者；入植者 名詞形settlementは「（紛争などの）解決；清算；入植」。

0095
0192 insist

ªins]stº

～と強く主張する
insist on ～　～を主張する

Democracy insists that people 
are created equal.

民主主義は人間は平等に創られ
ていると主張している。

0193 insistence
ªins]stCnsº

名 主張；強要 insist on ～の形で用いるのが一般的だが，insist that S+Vだとonは省略される。

0194 insistent
ªins]stCntº

形 主張した；しつこい
0096
0195 transfer

ªtr1nsf=;Rº

～を移す；～を転勤［転校］させる；転勤［転
校］する
transfer A to B　AをBに移す；AをBに転勤［転校］
させる

名 移動；転勤；転校

In learning to write well, 
we examine the process of 
transferring ideas from head to 
hand.

上手に書くことを学ぶとき，私た
ちは頭から手に考えを移す過程
を調べる。

動詞は後ろの-ferに，名詞はªtr!nsfcRºと，前のtrans-にアクセントがある。
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0097
0196 cure

ªkj\cRº

～を治す
cure A of B　AのB（病気など）を治す
名 治療（法，薬）

The Chinese believed that tea 
could cure a stomachache.

中国人はお茶が腹痛を治すこと
ができると信じていた。

a cure for cancerは「がんの治療薬［法］」の意。
0098
0197 alter

ª%;ltcRº

～を変える；変わる The discoveries in astronomy 
and geology altered human 
understanding of the universe.

天文学，地質学上の発見が人
間の宇宙観を変えた。

一般にalterは部分的な変化を表し，changeは全体的な変化を表す。
0099
0198 transform

ªtr1nsf%;Rmº

～を変える
transform A into B　AをBに変える

The invention of the Internet has 
transformed our way of life.

インターネットの発明は私たちの
生活様式を変えた。

0199 transformation
ªtr¡nsfcRm'iÍcnº

名 変化；変形 trans「向こうに」＋ form「形作る」→「向こうに［異なる方へ］形作る」

0100
0200 modify

ªm^dcf{iº

～を修正する；～を変更する Some scientists attempt to 
modify the genetic makeup of 
agricultural crops.

農作物の遺伝子構造を組み換
えようとしている科学者もいる。

0201 modification
ªm§dcfik'iÍcnº

名 修正；変更
mod「様式」＋ ify「化する」→「様式（をまともな状態に）化する」

0101
0202 breed

ªbr];dº

～を繁殖させる；繁殖する；～を栽培する
名（動植物の）品種

The purpose of a commercial 
breeder is to breed dogs for 
profit.

商業ブリーダーの目的はお金を
稼ぐために犬を育てることだ。

breed-bred-bredと変化する。
0102
0203 absorb

ªcbz%;Rbº

～を吸収する
be absorbed in ～　～に没頭している

Plant roots absorb nutrients 
from the soil.

植物の根は土壌から栄養分を
吸収する。

「情報や知識を吸収する」という意味もある。
0103
0204 adjust

ªcdß&stº

～を調節する Adjust the heat so that the soup 
does not boil.

スープが沸騰しないように熱さを
調節しなさい。

0205 adjustment
ªcdß&stmcntº

名 調整；補正
make an adjustment　調整する

ad「～に」＋ just「法」→「法に（照らし合わせて調整する）」

0104
0206 arise

ªcr[izº

（問題・困難な状況が）生ずる A new crisis has arisen. 新たな危機が生じた。

arise-arose-arisenと変化する。
0105
0207 correspond

ªk∞;rcsp^ndº

一致する；対応する
correspond to ～　～に一致する

The Japanese word “yu” 
corresponds to “hot water” in 
English.

日本語の「湯」は英語の“hot 
water”に対応する。

0208
correspondence
ªk∞;rcsp^ndcnsº

名 通信文；文通；一致
private[personal] correspondence　私信 correspondentは「（新聞・テレビなどの）通信員」。
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0106
0209 eliminate

ªil]mcn"itº

～を除去する Building a nuclear power plant 
will not eliminate the energy 
problem completely.

原子力発電所を作っても，エネ
ルギー問題が完全に取り除かれ
るというわけにはいかない。0210 elimination

ªil}mcn'iÍcnº

名 除去

「取り除く」という意味から，eliminationにはスポーツの「予選」の意味もある。
0107
0211 motivate

ªm/utcv"itº

～をやる気にさせる；～に動機を与える
motivate A to do Aを～する気にさせる

Teachers should motivate school 
kids by praising their ability.

教師は生徒の能力をほめること
で彼らにやる気を起こさせるべき
だ。0212 motivation

ªm?utcv'iÍcnº

名 やる気；モチベーション；動機
a highly motivated studentは「やる気満々の生徒」。

0213 motive
ªm/utivº

名 動機
0108
0214 evaluate

ªiv!lju"itº

～を評価する It is difficult to evaluate the 
success of a project without 
criteria.

企画の成功を，基準も持たずに
評価することは難しい。

0215 evaluation
ªiv¡lju'iÍcnº

名 評価
how節（いかに～であるか），whether節（～かどうか）を伴うことも多い。

0109
0216 upset

ª7ps'tº

～を動揺させる；～の調子を狂わせる
形 動揺した

I’ve upset her feelings, although 
I didn’t mean to.

そのつもりはなかったが，私は彼
女を動揺させてしまった。

過去形，過去分詞もupset。名詞として「（競技での）番狂わせ」という意味もある。
0110
0217 enhance

ªinh!nsº

～を高める
enhance one’s reputation　評判を高める

Everyone in the country is trying 
very hard to do something to 
enhance their quality of life.

その国の誰もが，生活の質を高
めるために何かを一生懸命やろ
うとしている。

「評判・質・価値・魅力」などにかかわる語が目的語になることが多い。
0111
0218 abandon

ªcb!ndcnº

～を捨てる；～を見捨てる Many Japanese abandoned their 
traditional ways after World 
War II.

多くの日本人が第二次世界大戦
後，その伝統的なやり方を捨て
た。

abandon oneself to ～は文語で「～にふける，（悲嘆）に暮れる」の意。
0112
0219 stimulate

ªst]mjul"itº

～を刺激する
stimulate A to do Aを刺激して～させる

Right from when we are born, we 
seek things that stimulate our 
brains.

生まれたその時から，私たちは
脳を刺激するものを求める。

0220 stimulation
ªst}mjul'iÍcnº

名 刺激
stimulusはa stimulus to economy [exports]（経済［輸出］への刺激）のような使い方
をする。0221 stimulus

ªst]mjulcsº

名 刺激
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