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 単語 意味 同義語 反義語・派⽣語 例⽂ 例⽂の意味 

1 
agree to/with A A に賛成する - disagree（反） 

agreement（名） 

They agreed with her analysis. 彼らは彼⼥の分析に賛成

した。 

2 
assure A that S V S V のことを A に

約束する 

ensure, reassure assurance (名) We assure you that we wonʼt let you down. あなたをがっかりさせな

いことを約束します。 

3 
establish 確⽴する build, set up establishment

（名） 

The school has established a relationship with the 

community. 

その学校はコミュニティ

との関係を確⽴した。 

4 
compare A with/to 

B 

A を B と⽐較する - comparison（名） He compared the first report with the second. 彼は最初のレポートを 2

番⽬のものと⽐較した。 

5 

persuade A to V A に V をするよう

説得する 

convince discourage（反） It will be difficult to persuade them to go there. 彼らにそこへ⾏くように

説得するのは難しいだろ

う。 

6 
invest A in B A を B に投資する - investment（名） The government has invested a lot of money in public 

transportation. 

政府は多額の⾦を公共交

通に投資した。 

7 
be entitled to A A を得る資格があ

る 

be qualified for, be 

eligible for 

entitlement（名） He is entitled to his pension. 彼は年⾦を得る資格があ

る。 

8 

turn out A A のような結果と

なる、結局 A であ

ることがわかる 

result in  - Everything turned out well. 

 

結局、全てはうまくいっ

た。 

9 
consider V ing V することを検討

する 

- consideration

（名） 

We are considering buying a new house. 我々は新しい家を買うこ

とを検討している。 

10 

consider A B A を B とみなす、

A を B だと思う 

find A B, regard A as 

B, view A as B, see A 

as B 

consideration

（名） 

He considers this subject difficult. 彼はこの科⽬を難しいと

思っている。 

11 

considering S V, S V を考慮に⼊れ

ると、 

keeping in mind, 

taking into account 

consideration

（名） 

He is doing well, considering he is new in this industry. この業界では新⼈だとい

うことを考えると、彼は

上⼿くやっている。 
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12 

acquire 得る obtain, receive, gain, 

earn 

lose（反） How long will it take to acquire all the books? すべての本を⼿にいれる

のにどれくらいかかりま

すか。 

13 

A affect B A が B に影響する A have an 

effect/influence/impac

t on B 

- The condition will affect a lot of women. その状況は多くの⼥性に

影響するだろう。 

14 

A allocate B to C A が B を C に割

り当てる 

allot, assign, distribute allocation（名） They intend to allocate more resources to the new 

project. 

彼らは新しいプロジェク

トにさらなる資源を割り

当てる予定だ。 

15 

anticipate 期待（予想）する expect, foresee, 

predict 

anticipation（名） The company anticipates that sales will rise next year. その会社は来年、販売額

が伸びることを期待して

いる。 

16 

A assign B to C A が B を C に任

せる 

allocate, allot, appoint assignment（名） The manager assigned marketing to her. マネージャーは彼⼥にマ

ーケティングを任せた。 

f 

17 

compensate A for 

B 

B について A に補

償する 

make up compensation

（名） 

They should compensate their clients for the problem 

they caused. 

彼らは、彼らが引き起こ

した問題について顧客に

補償しなければならな

い。 

18 

conduct 実施する organize, coordinate conductor（名） The company conducted interviews to hire new 

employees. 

その会社は新しい従業員

を雇うため⾯接を実施し

た。 

19 
donate A to B A を B に寄付する give, contribute donation（名） She has been donating clothes to homeless people. 彼⼥はホームレスに⾐服

を寄付してきた。 

20 

A enable B to V B が V することを

A が可能にさせる 

allow B to V prevent（反） The software enables you to learn English yourself. そのソフトウェアはあな

たに英語を⾃分で学ぶこ

とを可能にさせる。 
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21 

A encourage B to 

V 

B が V することを

A が奨励する 

inspire, motivate discourage（反）

encouragement

（名） 

Banks usually encourage people to borrow money. 銀⾏は通常、⼈々にお⾦

を借りることを奨励す

る。 

22 

ensure that S V S V のことを確実

にする 

assure, make sure - We must ensure that all lights are switched off. すべての明かりが消され

ていることを確実にしな

ければならない。 

23 
maintain 続ける、維持する preserve, conserve, 

retain 

maintenance

（名） 

The two countries have always maintained friendly 

relations. 

その⼆つの国はずっと友

好関係を維持してきた。 

24 
exceed 超過する、上回る surpass, outdo excess（名） His achievements have exceeded this yearʼs goal. 彼の業績は今年の⽬標を

上回った。 

25 
indicate 表⽰する、表す demonstrate, show, 

suggest 

indication（名） This monthʼs sales figures indicate a growing market. 今⽉の売り上げ額は、成

⻑市場を表している。 

26 

inspect A for B B がないかどうか

A を点検する 

examine, check inspection（名） You should inspect the tires for any scratches or 

stains. 

タイヤにキズや汚れがな

いか点検しなければなら

ない。 

27 

intend to V V するつもりだ plan to V intention（名） 

intentional（形） 

Please make reservations one month before you intend 

to stay. 

滞在をしようと思う 1 ヶ

⽉前に予約をしてくださ

い。 

28 

locate ⾒つける find, discover location（名） We used devices to locate the missing aircraft. 失踪した⾶⾏機を⾒つけ

るため、我々は機器を使

った。 

29 
notify A of B A に B について知

らせる 

inform, tell notification（名） The store manager notified the police of the theft. 店⻑が警察に窃盗を通報

した。 

30 
occur 起きる happen, come about occurrence（名） A big earthquake occurred last year. 去年、⼤きな地震が起こ

った。 

31 

state that S V S V を⾔う、S V

という声明を発表

する 

express, say, 

announce 

statement（名） He stated that the project would be finished by next 

week. 

プロジェクトは来週まで

に終わると彼は⾔った。 
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32 
proceed to V V することを進め

る、取りかかる 

advance, move, 

progress, carry on 

procedure（名） They proceeded to discuss the issue. 彼らはその問題の検討を

進めた。 

33 
A refer B to C A がを B を C に

紹介する 

- referral（名） I was referred to a specialist for surgery. 私は⼿術の専⾨医に紹介

された。 

34 
refer to A A を参照する consult, turn to reference（名） Please refer to the table on the next page. 次のページの表を⾒てく

ださい。 

35 
renew 更新する resume, restart renewal（名） You should renew your membership. 会員契約を更新すべきで

す。 

36 
broaden 広げる widen, expand broad（形） The Internet will broaden your market. インターネットは御社の

市場を広げるでしょう。 

37 

verify that S V S V であることを

確認する 

confirm, validate verification（名） The bank verified that the client had an account. 銀⾏はその顧客が⼝座を

保有していることを確認

した。 

38 

come up with A A（策、アイデア

など）を提案す

る、思いつく 

- - I came up with a better solution. 私はもっと良い解決策を

提案した。 

39 

argue that S V S V ということを

論じる、主張す

る、⾔う 

claim argument（名） He argued that the issue should be solved. 彼は、その問題は解決さ

れなければならないと⾔

った。 

40 
examine 検査する、審査す

る 

inspect, scrutinize examination

（名） 

The police closely examined her bag. 警察は彼⼥のかばんを厳

密に検査した。 

41 
expand 拡⼤する grow, stretch expansion（名） The company has been expanding their business. その会社は業務を拡⼤し

てきている。 

42 

specify 指定する identify, define specification

（名） 

You might want to specify the time for the meeting. 会議の時間を指定したい

のではないかと思いま

す。 

43 

imply 暗⽰する suggest, indicate implication（名） Her silence implied that she disagreed with me. 彼⼥の沈黙は、彼⼥が私

に反対であることを⽰し

ていた。 
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44 
substitute A for B A で B を代⽤する replace B with A substitution（名） Itʼs good for your health to substitute honey for sugar. 砂糖の代わりにはちみつ

を使うのは健康に良い。 

45 
accommodate 収容する house accommodation

（名） 

The meeting room can accommodate 300 guests. その会議室には 300 ⼈

が⼊れる。 

46 

negotiate with A 

for B 
B について A と交

渉する 

-（交渉する、という厳

密な意味の動詞はない） 

negotiation（名） The employees negotiated with their manager for their 

salary. 

従業員は⾃分達の給与に

ついてマネージャーと交

渉した。 

47 
facilitate 容易にする、楽に

する 

- impede（反） The internet facilitates further work. インターネットを使えば

更なる仕事が楽になる。 

48 
assemble 組み⽴てる、集め

る 

put together dismantle（反） He carefully assembled a product. 彼は注意深く製品を組み

⽴てた。 

49 

identify A as B A を B だと特定す

る、認定する 

pick out, distinguish  identification

（名） 

We identified the fossil as a giant snake. 我々は、その化⽯を巨⼤

な蛇と認定した。 

50 

consult A about B B について A に相

談する 

ask for advice consultation

（名）consultant

（名） 

I was consulting a lawyer about the matter. その問題について私は弁

護⼠に相談していた。 

51 
engage in A A に没頭する、従

事する 

- dismiss（反）  He intends to go to Brazil and engage in agriculture. 

 

彼はブラジルに⾏って農

業に従事するつもりだ。 

52 
A obligate B to V A が B に V する

ことを義務づける 

force obligation（名） I was obligated to pay the fine. その罰⾦を払わなければ

いけなかった。 

53 
resolve  解決する solve, figure out - The problem will be resolved tomorrow. 明⽇にその問題は解決す

るだろう。 

54 
release 発売する（リリー

スする） 

launch, bring out - The movie will be released next month. その映画は来⽉リリース

されるだろう。 

55 
combine A with B A を B と結合する mix, unify combination

（名） 

He tried to combine theory with practice. 

 

彼は理論と実践を結びつ

けようとした。 
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56 

expose A to B A を B にさらす、

触れさせる 

reveal exposure（名） He is going to be exposed to danger. 彼は危険にさらされるだ

ろう。 

 

57 
A offset B  A が B を相殺する balance out, even out - This gain offset losses. この利益が損失を相殺し

た。 

58 
quote ⽰す、引⽤する cite - She quoted words from the Bible. 彼⼥は聖書から⾔葉を引

⽤した。 

59 

distinguish A from 

B 

A と B を区別する tell the difference 

between A and B 

- Itʼs hard to distinguish his ideas from her ideas. 彼のアイデアと彼⼥のア

イデアを区別するのは難

しい。 

60 

prohibit A from B A が B をすること

を禁⽌する 

forbid allow（反） This company prohibits their employees from using 

this room. 
この会社は従業員にこの

部屋を使うことを禁じて

いる。 

61 
infer 推察する conjecture inference（名） What can be inferred from her expression? 彼⼥の表情から何が推察

できるだろう？ 

62 
idealize 理想化する romanticize idealization（名） We always idealize people we like. 我々はいつも好きな⼈を

理想化する。 

63 
claim that S V S V を⾔う、主張

する 

argue claimable（形） She claimed that she didnʼt know about it. 彼⼥はそのことについて

知らないと主張した。 

64 
A accustom B to C A が B を C に慣

れさせる 

adapt, adjust - The parents accustomed their children to new 

surroundings. 

両親は⼦どもを新しい環

境に慣れさせた。 

65 
narrow A down to 

B 

A を B まで絞り込

む 

reduce - We narrowed the 20 answers down to 3. 20 あった答えを 3 つに

絞込んだ。 

66 
fluctuate 変動する、上下す

る 

vary fluctuation（名） This companyʼs stock price will fluctuate significantly. その会社の株価は著しく

変動するだろう。 

67 
predict 予⾔する、予測す

る 

forecast, foresee, 

anticipate, expect 

prediction（名） The weather report predicts that snow is coming. 天気予報は雪になると⾔

っている。 
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68 
enhance ⾼める、増す increase diminish（反） Salt enhanced the taste of the dish. 塩がその料理の味を⾼め

た。 

69 

ascertain 確かめる、つきと

める 

find out, discover, 

confirm, verify, make 

sure 

ascertainable

（形） 

You should ascertain that it is true. それが真実だということ

を確かめなければならな

い。 

70 

adhere to A A にくっつく、固

守する 

stick, cling, comply 

with 

ignore（反）, 

adherence（名） 

We need to adhere to what we decide. 決めたことを固守しなけ

ればならない。 

 

71 
impose A on B A を B に課する、

負わす 

charge, levy - The government imposed a tax on the item. 政府はその品物に税⾦を

課した。 

72 
subtract A from B A を B から差し引

く 

deduct add（反） He subtracted expenses from his bank account. 彼は銀⾏⼝座から⽀出分

を差し引いた。 

73 
deduct A from B A を B から控除す

る 

subtract deduction（名） She deducted the cost from his allowance. 彼⼥はコストを彼の⼩遣

いから差し引いた。 

74 

restrict A to B A を B に制限する limit, regulate restriction（名） The company restricts their employees to 1 hour 

overtime a day. 

その会社は従業員の残業

を 1 ⽇ 1 時間に制限し

ている。 

75 

reinforce 強固にする、増強

する 

strengthen reinforcement

（名） 

The new evidence reinforced his theory. その新しい証拠によって

彼の理論は強固なものに

なった。 

76 
compile 編成する、まとめ

る 

assemble compilation（名） They compiled information into a dictionary. 彼らは資料を編纂して辞

書にした。 

77 
verbalize ⾔葉に表す - verbalization

（名） 

I cannot verbalize it so well. うまく⾔葉で表現できま

せん。 

78 
commence 開始する begin, initiate conclude（反） The company commenced operation last month. その会社は先⽉操業を開

始した。 

79 

succeed in A A に成功する thrive fail（反） They will succeed in getting what they want. 彼らは欲しいものを⼿に

⼊れることができるだろ

う。 
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80 

diversify 多様化する、多⾓

化する 

expand, branch out diversification

（名） 

The firm diversified its services. その事務所はサービスを

多様化した。 

81 
make a living ⽣計を⽴てる - - I was surprised that my son made a living himself. 息⼦が⾃分で⽣計を⽴て

ていることに驚いた。 

82 

sustain A at B B の基準に A を維

持する、持続させ

る 

maintain, continue sustainable（形） We should solve this issue to sustain the environment. 環境を維持するためにこ

の問題を解決しなければ

ならない。 

83 
A lead to B  A が B に⾄る、繋

がる 

cause, influence, 

result in 

- The big loss led the company to bankruptcy. その⼤きな損失が会社を

倒産に⾄らせた。 

84 

authorize A to V 

 
A に V することを

許可する 

permit, allow, approve forbid（反）, 

authorization

（名） 

The company authorizes their employees to use the e-

mail system. 

その会社は従業員に E メ

ールシステムを使⽤する

ことを許可している。 

85 
remain （後に）残る stay, be left leave（反） You should remain in your room until somebody 

comes. 

誰かが来るまで部屋に残

っていないといけない。 

86 
remain A A のままである continue to be - They remained silent. 彼らは黙ったままだっ

た。 

87 

represent 代表する stand for, speak on 

behalf of 

representation

（名） 

Children need to be represented by their parents. ⼦どもは親に代表（代

弁）してもらう必要があ

る。 

88 
represent 表わす symbolize, portray representation

（名） 

This figure represents this yearʼs sales. この数字は今年の販売額

を表している。 

89 

end up V -ing 最後には V にな

る、結局 V するこ

とになる 

- - She ended up telling everything to her mother. 彼⼥は結局⺟親にすべて

を話すことになった。 

90 
A replace B 

with/by C 

A が B を C と取

り換える 

substitute remove（反） The manager replaced an employee with a new one. 上司は従業員を新しい従

業員と⼊れ替えた。 

91 
comprise A A から成る consist of, be 

composed of 

- This class comprises 40 students. このクラスは 40 ⼈の⽣

徒からなる。 
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92 

explore 探究する、調査す

る 

investigate, examine, 

research, review 

 We will explore this subject for a new project. 我々は新しいプロジェク

トのため、この対象物を

調査する。 

93 
subscribe to A A を購読する - - I decided to subscribe to the magazine. その雑誌を定期購読する

ことに決めた。 

94 
have A in mind A のことを予定す

る、視野に⼊れる 

- - I didnʼt have anyone in mind. 誰という候補は考えてい

なかった。 

95 
make up one's 

mind to V 

V しようと決める decide - She has made up her mind to attend the event. その⾏事に参加しようと

彼⼥は決⼼した。 

96 

find A B A を B とみなす、

A を B だと思う 

consider A B, regard A 

as B, view A as B, see 

A as B 

- They found his request reasonable. 彼らは彼の依頼はもっと

もだと考えた。 

97 
assume that S V S V と思い込む、

推測する 

presume, suppose assumption（名） I assumed that this change would give a significant 

effect. 

この変更は⼤きな影響を

与えると推測した。 

98 
afford to V V する（時間・お

⾦の）余裕がある 

pay for affordable（形） I cannot afford to buy a house. 家を買う余裕がない。 

99 

take part in A A に参加する attend - We all went there to take part in a big event. 我々はみんな⼤きなイベ

ントに参加するためにそ

こへ⾏った。 

100 

take turns V ing 交替で V する - - My sister and I used to take turns cleaning the 

bathroom. 

姉と私で交互にお⾵呂場

を掃除したものだった。 

 

101 
appear 現れる emerge, turn up, show 

up 

disappear（反） My favorite actor didnʼt appear on TV. 私のお気に⼊りの俳優は

テレビに現れなかった。 

102 

appear to be A A のように⾒える seem, look appearance（名） He appeared not to know what was happening. 彼は起きている出来事を

気づいていないようだっ

た。 

103 
distribute A to B A を B に配布する hand out, give out distribution（名） The company distributed materials to employees. その会社は従業員に資料

を配布した。 
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104 
pursue （夢などを）追い

かける 

follow, chase, strive 

for 

pursuit（名） She is going to pursue her goal. 彼⼥は⽬標を追いかける

だろう。 

105 
determine that S 

V 

S V ということを

決定する 

decide, control, 

resolve 

determination

（名） 

The organization determined that they would invest in 

new facilities. 

その組織は新しい施設に

投資すると決定した。 

106 
thrive 発展する、繁栄す

る 

flourish, prosper wither（反） This industry is thriving. この産業は繁栄してい

る。 

107 
accompany 伴う、同時に起こ

る 

go with, occur with accompaniment

（名） 

The parents accompanied their children. 両親は⼦どもに付き添っ

た。 

108 
resemble A in B A に B の点で似て

いる 

look like resemblance

（名） 

Some dogs resemble their owner.  飼い主に似ている⽝もい

る。 

109 
observe ⾒学する、観察す

る 

watch, monitor observation（名） Iʼm observing some English classes. 私は英語のクラスをいく

つか⾒学している。 

110 

A require B to V A が B に C をす

ることを要求する 

demand, oblige requirement

（名） 

You will be required to attend the seminar. セミナーに出席する必要

があるだろう。 

 

111 

attribute A to B A を B のせいにす

る、B のおかげと

考える 

ascribe, accredit attribution（名） The manager attributed his success to his staff. 店⻑は成功を従業員のお

かげとした。 

112 
vary （いろいろに）変

える 

diversify variation（名） He is trying to vary his diet. 彼は⾷事を⾊々にしよう

としている。 

113 

vary from A to A 

vary by A 

A によって（いろ

いろに）変わる 

differ - Properties vary in size from small to large. 不動産は⼩さいものから

⼤きなものまでサイズが

⾊々だ。 

114 

A contribute B to 

C 

A が B を C に貢

献する、役に⽴つ 

play a part in contribution

（名） 

They contributed a lot of money to the project. 彼らは新しいプロジェク

トに多額の資⾦を提供し

た。 
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115 

imitate 真似をする mimic, copy imitation（名） A lot of writers are imitating his style. たくさんのライターが彼

のスタイルを真似してい

る。 

116 
get in touch with 

A 

A と連絡をとる contact, reach, get 

hold of 

- I will get in touch with you later today. 今⽇のちほど連絡をとり

ます。 

117 
put off V ing V を延ばす（延期

する） 

postpone V ing - 

 

Don't put off getting in touch with him.  彼に連絡をとるのを先延

ばしにしてはいけない。 

118 
put A off V ing A の V に対する意

欲を無くさせる 

displease - 

 

His behavior put me off respecting him. 彼の⾏動で私は彼を尊敬

する気がなくなった。 

119 
warn A of B A に B について警

告する 

notify, alert warning（名） The police warned her of the danger. 警察は彼⼥に危険を警告

した。 

120 
make oneʼs point 主張を通す、要点

を理解させる 

- - He tried to make his point.  彼はその要点を理解させ

ようとした。 

121 
feed （動物・⼦ども

に）⾷べさせる 

provide, give - Did you remember to feed the dog? ⽝にえさをやるのを覚え

ていましたか？ 

122 
ruin だめにする wreck, destroy, spoil preserve（反） The volcanic eruption ruined the city. ⽕⼭の噴⽕がその都市を

崩壊させた。 

123 
forecast 予想する predict, foretell, 

foresee 

- We canʼt forecast who will win. 誰が勝つか予想できな

い。 

124 

estimate that S V S V だと⾒積も

る、推定する 

calculate, guess estimation（名） Researchers estimated that smoking causes 100 

diseases. 

研究者は喫煙が 100 の

病気を引き起こすと推定

した。 

125 

immerse oneself 

in A 

漬ける、浸す engage, involve immersion（名） You must immerse yourself in English every day if you 

want to be a good English user. 

英語をうまく使えるよう

になりたいなら、毎⽇英

語漬けにならなければい

けない。 

126 
respond to A A に反応する、答

える 

answer, reply, react response（名） She responded to his question with a smile. 彼⼥は彼の質問に笑顔で

答えた。 
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127 
A is derived from 

B 

A は B に由来する stem from, be rooted 

in 

derivative（形） Many English words are derived from German. 多くの英単語はドイツ語

から来ている。 

128 

admire 感⼼する、尊敬す

る 

respect, adore despise（反） I admire her courage in difficult situations. わたしは困難な状況にお

ける彼⼥の勇気を尊敬し

ている。 

129 

specialize in A A を専⾨にする 

専攻する 

- specialization

（名） 

The company specializes in commercial brochures. その会社は商業パンフレ

ットを専⾨に扱ってい

る。 

130 
constitute A A を構成する account for, make up constitution（名） Women constitute the majority of the labor force. ⼥性がその職場の⼤半を

構成している。 

131 

incur 負う、招く attract, cause incurrence（名） She incurred the displeasure of her father. 彼⼥は⽗親の反感を招い

た。 

 

132 
diagnose A with B A を B と診断する identify, determine diagnosis（名） The doctor diagnosed him with cancer. 医者は彼をガンと診断し

た。 

133 
insult 侮辱する be rude, abuse compliment（反） She insulted me by calling me a liar. 彼⼥は私を嘘つきと呼ん

で侮辱した。 

134 

deal with A A に対処する cope with, handle dealer（名） You canʼt change the situation, so deal with it. 状況は変えられないか

ら、（何とかして）対処

しなさい。 

135 

A adapt B to C A が B を C に順

応させる 

adjust, accommodate adaptable（形）, 

adaptation（名） 

Itʼs amazing how soon you adapted yourself to the 

new life. 

あなたが新しい環境にす

ごく速く慣れたのは驚き

です。 

136 
obtain 得る、⼿に⼊れる gain, acquire obtainable（形） I finally managed to obtain a copy of the report. ようやくレポートを⼀部

⼿に⼊れた。 

137 
involve 必要とする require involvement

（名） 

The test will involve answering questions. そのテストでは質問に答

えることを必要とする。 

138 
involve 巻き込む、関連す

る 

include involvement

（名） 

Many of the crimes involved drugs. 多くの犯罪がドラッグに

関連している。 
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139 

abandon 捨てる、あきらめ

る 

give up, ditch retain（反） We had to abandon any further attempt. 我々はさらなる試みをあ

きらめなければいけなか

った。 

140 
doubt that S V S V ということが

無さそうだと思う 

question trust（反） I doubted that she would come. 彼⼥が来るとは思えなか

った。 

141 

suspect that S V S V のことを

（薄々）気づく、

感づく 

guess, suppose - I suspected that she might be lying. 彼⼥がうそをついている

かもしれないと感じた。 

142 

fail to V V しそこなう、V

をやらない 

not do, neglect succeed（反） She never fails to email every week. 彼⼥は毎週 E メールを⽋

かさない（E メールをし

ないことを絶対にしな

い）。 

143 
neglect (to V / V 

ing) 

V することを怠

る、忘れる 

fail, forget pay attention

（反） 

You neglected to mention her name. 彼⼥の名前を⾔うのを忘

れたね。 

144 
irritate いらだたせる annoy soothe（反） Her words really irritated me. 彼⼥の⾔葉は本当に私を

いらだたせた。 

145 

interact with A A と交流する socialize interactive（形） Teachers have little time to interact with each child. 教師は⽣徒⼀⼈ひとりと

交流する時間がほとんど

ない。 

146 
review （再）調査する study, research, 

investigate 
- The government will review the situation. 政府はその状況を再調査

するだろう。 

147 
review 復習する remember, reflect - You should review what we have learned so far. 今まで習ったことを復習

しなければならない。 

148 

distract A from B A の注意を B から

そらせる、紛らわ

せる 

divert, disturb attract（反） Donʼt distract me from my work. 仕事の邪魔をしないでく

ださい。 

149 
provide A with B / 

provide B for A 

あげる、供給す

る、提供する 

give, offer deprive（反） We provide the public with a service. / We provide a 

service for the public. 

我々は市⺠にサービスを

提供している。 
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表の中の記号の意味 

A, B, C・・・⼈・物などの名詞（動名詞を含む）が⼊る。A, B, C は必要な場合のみ使われます。必要ない場合は省略される場合も多いです。 

S・・・主語（subject）V・・・動詞（verb）/ V ing ・・・動詞の ing 形 

（反）・・・反意語（動詞）スラッシュ(to/with など)・・・どちらでも使える、という意味 

【派⽣語】（名）・・・名詞  （形）・・・形容詞  （副）・・・副詞 

150 

express 表現する convey, demonstrate expression（名） He often has difficulty expressing himself. 彼は⾃分を表現すること

ができないことがよくあ

る。 


