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——————————— カス（curse）⋯⋯ののしる⋯

⋯swear.ののしる いぎた⋯⋯whether you go overboard when

you buy presents for people⋯⋯go overboardやりすぎる 蛙の子

は蛙？？？Like father，like son⋯⋯She‘s just like her mother.

いなく母の子。⋯⋯She is her mother’s daughter⋯⋯The

postman‘s daughter.三河屋さんの子ども。イギリスでは便配

人。 をゆがめる⋯⋯distorting the face は知っている⋯⋯by

sight かき集める⋯⋯get something together？？人を集める合

にも使う。 かき消える、消え失せる⋯⋯vanished into thin air

⋯⋯people and things that seemed to have vanished into thin air し

ておく、秘密にしておく⋯⋯keep a person in the dark about⋯

⋯Do you think management should keep employees in the dark

about whether or not the company is doing well？ 核心を言わな

い、言いばっか⋯⋯gives you the run around⋯⋯when someone

gives you the run around 学生⋯⋯placement office.。大学で就介

をする所 核融合⋯⋯nuclear fusion⋯⋯？nuclear fission核分裂 

け布⋯⋯comforter.⋯⋯敷布？？mattress 影武者⋯

⋯doppelganger⋯⋯ドップルガンガ.⋯⋯エリチィンにもいる

らしい。当分彼は死なない。クリントンとヒラリも既に暴

人は死んでいるらしい。本かいな。 圭（みたいな奴）⋯

⋯sit back⋯⋯Are you the kind of person who tends to sit back and

let things happen around you？⋯⋯何にもしないで子をている



。 し借り（金の）⋯⋯Neither a borrower nor a lender be.金の

し借りはやめた方がいい。 し借り⋯⋯Can you lend me \？⋯

⋯Can I borrow \？。 加湿器⋯⋯humidifire⋯⋯humidify（加

湿する）⋯⋯dehumidify（除湿する） gash⋯⋯切り、深手 文

字の、字⋯⋯acronym⋯⋯NHKやUNESCOなどの省略され

た文字 ガスプ（gasp）⋯⋯あえぎ、あえぐ かすめる⋯

⋯graze⋯⋯The bullet grazed my shoulder.丸が肩をかすめてい

った。 かすめる⋯⋯skim⋯⋯A swallow skimmed low（over the

ground）。1羽の燕が地面すれすれにんで行った。 稼ぐ、生

をたてる⋯⋯What do you think are some enjoyable and

unpleasant ways to make a living？ ガソリンの段⋯⋯The pump

price of gasoline 家族をさせる考え⋯⋯values that can hold a

family together 肩をポンポンたたいてほめる⋯⋯give their

employees a pat on the back⋯⋯Do you think bosses should always

give their employees a pat on the back for the work they do？ カタ

ストロフィ⋯⋯catastrophe.大惨事、大害 カタリスト⋯

⋯catalyst.触能、相手に刺激を与える人。 がっかりした

：take the wind out of ones sails = disappoint or discourage

someoneつまり、にってんでいた船が、がいで止まってしま

った。くそっ！！ がっかりさせてくれる人⋯⋯people who

let you down let you down⋯⋯things you would say to a friend who

let you down かつぐ、す、（冗）⋯⋯having you on⋯⋯the last

time you thought someone was having you on 合？？？merger⋯

⋯merge⋯⋯combine⋯⋯amalgamate⋯⋯consolidate（合整理

？同一社内で） てる人は居なかった（俺に）⋯⋯I was a

good athlete in school. I could rings around everyone I competed



against⋯⋯run rings aroundがにもっていたと言う意味。 かな

う⋯⋯grant⋯⋯ 金の生る木はい⋯⋯money does‘t grow on

trees カバしている、している⋯⋯to cover a lot of ground 壁に

突き当たる？？？run into a brick wall⋯⋯times when you‘ve

run into a brick wall かみころす⋯⋯あくびをかみころす⋯

⋯stifle a yawnスタイフル？ア？ヨン 神に誓って、暴当だ⋯

⋯cross my heart and hope to die 借りてきた猫：meek kitten か

わいそう⋯⋯sorry for⋯⋯animals you feel sorry for⋯⋯If a lion

bites a giraff，then I feel sorry for the giraff.pity，pitiful 考えられ

ない⋯⋯I can‘t imagine ___ ___ing⋯⋯I can’t imagine a

woman wanting to become a sumo wrestler.面白いと思うけど。 

がんがん壁にを打付けたくなった⋯⋯banging your head

against a brick wall⋯⋯times when you felt like you were banging

your head against a brick wallフラストレションがたまった⋯⋯

？？不可能？ことをみる ⋯⋯sickle（シクル）⋯⋯でを刈る

⋯⋯reap rice with a sickle ？い、にしない、ではない⋯⋯It

wouldn‘t bother me at all if⋯⋯ 我慢する、辛抱する⋯

⋯persevere⋯⋯屈せずにやりとおす。 芝居⋯⋯a picture-story

showどおやら、外国にはいらしい。幼稚等ではせいぜい暴

（大きな）ぐらいだそうだ。 可がる⋯⋯pet かわす、防ぐ、

避ける⋯⋯ward off⋯⋯try to ward off the inevitable⋯⋯避けら

れない物事を避けようとする 一？びっくりした事⋯⋯had a

close call⋯⋯the last time you had a close call⋯⋯close shaveもあ

る 考えている事、今考えている事⋯⋯on your mind⋯

⋯anything that has been on your mind 考え直す⋯⋯I thought

better of it⋯⋯I was going to major in archaeology，but I thought



better of it.考古学では食えませんからね。 がんがん壁にを打

付けたくなった⋯⋯banging your head against a brick wall⋯

⋯times when you felt like you were banging your head against a

brick wallフラストレションがたまった 勘いする奴⋯⋯let

success go to⋯⋯Some people let success go to their heads after

getting a promotion at work.すっかり勘いして横柄になる奴が

いますよね。⋯⋯cocky，conceeted，stuck up等等。 カント

（cunt）⋯⋯おまんこ。（俗なので女性の前では言わない

方が良い） がんばれ！！ベストを尽くせ⋯⋯giving

something your best shot き———————————————

— given a break⋯⋯して、もう止めて、チャンスをくれ given

a free hand.⋯⋯助けを得る、好きなようにやる give you the

shirt off his or her back.⋯⋯あなたのなら何でも gives you the

run around.⋯⋯核心を言わない奴⋯⋯ええ加にせえよ！ give

you credit for⋯⋯ほめられる give you the creeps⋯⋯いやなも

の、ぞっとするもの giving something your best shot⋯⋯がんば

れよ give someone a pat on the back⋯⋯肩をポンポン叩いてほ

める。 give in⋯⋯ゆずる、おれる を落とさないでって下さ

い。その内良い事も有りますよ。⋯⋯Every cloud has a silver

lining.（いの反面には喜びがある。） を付けていなければ

ならない⋯⋯？keep your wits about⋯⋯Whenever you travel

abroad，you have to keep your wits about you all times. を付けて

いる、用心しする、警戒する？？？on their guard⋯⋯People

should always be on their guard when they‘re approached by

strangers on the street. がわってくる⋯⋯get second thoughts⋯

⋯have second thoughts がわってくる？？？He‘s starting to get



cold feet⋯⋯ざかって行く感じ。 きこり樵⋯⋯woodcutter⋯

⋯Paul Bunyan（ポル？バニョン）⋯⋯アメリカの拓代の上

の巨人。 人法⋯⋯personification⋯⋯personify⋯⋯人化する

。 起⋯⋯indict（インダイト） ⋯⋯mimetic word 期待するな

⋯⋯don‘t hold your breath⋯⋯成果は直には表？い。 期待

外れ⋯⋯Do you know someone who was thought to have a lot of

promise but didn‘t lived up to expectations⋯⋯期待されながら

も成果を出せなかった人。 きちんとした⋯⋯spick and span

⋯⋯very clean and very neat 奇人、人⋯⋯screwball kitsch⋯⋯コ

ペンハゲンの人像、ディズニランド等等、浅薄、通俗的な

作品、作。 い部屋⋯⋯pigsty⋯⋯ピグスタイ？？豚小屋 kick

around⋯⋯て置く kick in the pants.⋯⋯きをいれる。注意する

。 きっと、良い事が有るんでしょう？しいんでしょ？色々

あるんでしょ？⋯⋯you have a lot going for you に入られる、

を使う⋯⋯keeping on the good side of someone⋯⋯kiss in the ass

よりはいい に入られる⋯⋯in your boss‘s good books⋯

⋯staying in your boss’s good books⋯⋯端でているとあんま

りいいはしない。でも出世できるかも。 に触るコソシャル

⋯⋯get on your nerves⋯⋯commercials that get on your nerves⋯

⋯人の神にさわる、人をいらいらさせる 分を害する⋯

⋯hurt someone‘s feelings⋯⋯I really didn’t meant to hurt your

feelings.らせるつもりはちっともかったんだよ。 given to⋯

⋯inclined to⋯⋯何々したいにさせる。 まぐれ⋯⋯He is

fickle. まぐれ⋯⋯erratic⋯⋯an erratic woman.まぐれな女。 ま

り文句⋯⋯cliche 味のい⋯⋯spooky 君のやり方でやれ（手に

やれ）⋯⋯Have it your way める、心する⋯⋯make your mind



up⋯⋯when you make your mind up about something 疑だ、疑

わしい？？？I have doubts about how all the new gadgets coming

out will improve people‘s lives⋯⋯have doubts about 客的に⋯

⋯objectively⋯⋯objectivity⋯⋯subjective.主の主的な キャッチ

？オン⋯⋯catch on⋯⋯finally understand⋯⋯ああそうか！分

かったぞ。I got the picture. 却下：overrule a petition of

bankruptcy：破の申し立て（申） キャリィ？オン（to carry

on）⋯⋯ける、何にも考えずにける。 きゃんきゃん（犬が

）⋯⋯yap⋯⋯yapping 教会（ユダヤ教の）⋯⋯synagogue（

シナゴグ） 境界（）⋯⋯boundary 迫、制⋯⋯coecion？ 要、

要して⋯⋯させる⋯⋯coerce 味を失わせる⋯⋯turn you off⋯

⋯things people do that turn you off 去年の暮れ⋯⋯at the end of

last year きらす、くなる⋯⋯run out of⋯⋯when you run out of

your favorite food ぎりぎりの生活⋯⋯living from hand to mouth

⋯⋯What do you think you would do to change your situation of

you were living from hand to mouth？ に残さなければ、⋯⋯go

down in history⋯⋯recent events you think will go down in history

⋯⋯史に残る 琴に触れる？？？strike a chord⋯⋯find a point

of common interest 金⋯⋯money matters 具合がい⋯⋯under the

weather⋯⋯the last time you felt under the weather 空中ブランコ

⋯⋯trapeze⋯⋯a trapeze artist 口答えする、言い返す⋯⋯talk

back⋯⋯children who talk back to their parents 首、首にする⋯

⋯gave you the ax⋯⋯if your boss gave you the ax.⋯⋯斧で首を

切られる感じ⋯⋯good bye！ 蜘蛛恐怖症⋯⋯arachnidphobia 

休憩⋯⋯a recess⋯⋯lunch recess 共通の考え？⋯⋯have in

common with⋯⋯things you have in common with your friends く 



クルド⋯⋯Kurd⋯⋯音は“カド”に近い。Kurdistan⋯⋯ク

ルド人。 curd.⋯⋯牛乳の固まったもの⋯⋯ turd.⋯⋯うんこ

の固まり⋯⋯ third⋯⋯第三の⋯⋯ くしゃくしゃにする⋯

⋯crinkle⋯⋯crease⋯⋯しわだらけにする、折り目を付ける

。 くすくす笑い、含み笑い、ほくそえむ⋯⋯chuckle 口が立

つ、弁才がある、お喋り⋯⋯the gift of the gab⋯⋯Do you

know anyone who has the gift of the gab？ くちばし⋯⋯beak（ビ

ク） 口火をきる⋯⋯break thr ice⋯⋯how to break the ice during

a tense first meeting ぐちゃぐちゃ⋯⋯rummage ぐちゃぐちゃ

にされた⋯⋯？ransacked⋯⋯The room was found to have been

completely ransacked.部屋の中はひどく荒らされていた。 靴

べら？？？shoe horn 靴磨きの少年⋯⋯shoeshine boy ぐつぐ

つ⋯⋯simmeringe was simmering with anger.彼は今にもりが爆

しそうだった。 クラクションをらす⋯⋯honk at clear-cut.⋯

⋯cleariy stated，definite，obvious，sure クリク（creak）⋯⋯

キキる音（音） スクリチ（screech）⋯⋯キキ、ギャギャ

（screamから） グリク⋯⋯It‘s all Greek to me.全く分からん

。ちんぷんかんぷん。 gloom⋯⋯薄暗がり gloomy くれ⋯⋯I

asked her for something.何々をくれと彼女にんだ。⋯⋯He had

asked Lennon for his autograph.彼はレノンのサインをくれとん

だ。 credo⋯⋯信条⋯⋯business credos⋯⋯ビジネスで信じら

れている事 クレジット？カド⋯⋯I‘d rather be assumed to be

irresponsible than be proven to be irresponsible.任とみなされてい

るだけの方が、任を明するよりいい。つまり、クレジット

カドで破するなら、元々持たない方が良い。 字⋯⋯in the

black cross ou t⋯⋯直す。部分的に直す。修正する。⋯



⋯cross them out クロッツ（clots）⋯⋯血の固まり、凝固す

る。a clot of blood⋯⋯血の固まり、凝血。 ⋯⋯blowfly⋯⋯

オストラリアにいるそうな？ぶんぶんいとか？ する？む⋯

⋯running⋯⋯running a business 味がある⋯⋯psyched about，

⋯⋯wild about⋯⋯engrossed in⋯⋯big on⋯⋯これらは似たよ

うな意味を持つ け 画の段で⋯⋯on the drawing board 警笛を

ならす⋯⋯honk at 激安⋯⋯dirt-cheap⋯⋯your idea of a good

，dirty-cheap holiday⋯⋯（as）cheap as dirt⋯⋯ばか安い、二

束三文の 果⋯⋯consequence 心をしている人⋯⋯holding

people to their promises⋯⋯I‘ll hold you to it！ げてもの食い

⋯⋯gross feeder（食） げてもの⋯⋯gross food⋯⋯bizarre け

ばけばしい⋯⋯gaudy⋯⋯とみます。 けち，しぶちん？守奴

⋯⋯miser⋯⋯scrooge⋯⋯tight⋯⋯stingy 核⋯⋯tuberculosis

（T.B） げっ、最低だ！⋯⋯Yuck，that‘s the pits.（げっ、

それって最低だね。）ヤック げっぷをする⋯⋯Belching⋯

⋯burp 下品⋯⋯vulgar けんかした（知らない人と）⋯⋯a

run in with someone⋯⋯the last time you had a run in with

someone 献血⋯⋯donation of blood⋯⋯血は。blood transfusion

健康を保つ⋯⋯keep in shape⋯⋯how to keep in shape 行犯逮捕

⋯⋯caught in the act⋯⋯shoplifters being caught in the act⋯

⋯catch red-handed 源氏名⋯⋯stage name 状持⋯⋯Don‘t

change hourse in mid stream⋯⋯まあ、触らぬ神に祟りなしと

言うではいか。 こ—————————————————— 

幸にもそうではないが⋯⋯There‘re but for the grace of God

go I. コキィ⋯⋯？cocky.⋯⋯うぬぼれた、取った⋯⋯full of

himself⋯⋯head up on bum（buttocks）⋯⋯胸くそい奴のこと



ですな。例えばスタトレックのキャプテン？カクがこれに

あたるそうです。オストラリア人。 ゴ？オルザ？ウェイ

（go all the way）⋯⋯行くところまで行く。性交する。完全

に同意する。 降参する⋯⋯throwing in the towel⋯⋯throwing

in the towel in difficult situations 格子（こうし）⋯⋯lattice（ラ

ティス） 首台⋯⋯gibbet（ジビット） 高所恐怖症⋯

⋯acrophobia⋯⋯a fear of heights 高が出たら⋯⋯running a high

temperature⋯⋯if your family wew running a high temperature コ

ウプリット⋯⋯culprit⋯⋯犯人、犯罪者 毛⋯⋯coarse hair⋯

⋯fine hair柔らかい（い）毛 ゴ？ブロク（go broke）⋯

⋯businesses that might go broke in the future.⋯⋯一文になる、

倒する。 考に入れる⋯⋯taken into account⋯⋯whether a

criminal‘s age and circumstances should be taken into account

when sentencing them⋯⋯情状酌量の余地があるか？ 克服す

る⋯⋯get over⋯⋯（り越える。って感じ） 普通の人（平凡

なひと）⋯⋯A friend of mine was just a run-of-the-mill student

，but now he‘s a successful businessman⋯⋯run-of-the-mill⋯⋯

が普通の人と言う意味。理由はネイチィブでも知らないそ

うだ。 腰巾着⋯⋯lackey（ラキ）おべっか使い。 こじつけ

⋯⋯distortion⋯⋯a strained interpretation.こじつけの解 こそこ

そする⋯⋯sneaky こだわる⋯⋯holding your ground⋯⋯自分

の意に拘る。後退しない。一も退かない。自分の立を固守

する。 こつこつやる⋯⋯plug away at⋯⋯=try to do something

again and again⋯⋯He plugged away at his lessones.彼は学をこつ

こつと勉した。 ことわざ、格言、良く言うじゃないか⋯

⋯saying⋯⋯proverb 来なかった⋯⋯stand up⋯⋯He stood her



up.彼は来なかった。すっぽかした。 コネ⋯⋯neptism 好み

⋯⋯It‘s matter of taste⋯⋯私の好み。 小鼻⋯⋯nostrils コヒ

レント⋯⋯coherent⋯⋯筋の通った、理路整然とした コソ

シャルソング⋯⋯jingles ごますり野郎⋯⋯Your head is up his

ass. こま鼠のにく⋯⋯work like a beaver（bee） コラプス

（collapse）⋯⋯つぶれる⋯⋯implode（内へ）？explode コ

リレト（correlate）o relate to something else（二つのことが）

相互にがある、相互系のあるもの ゴロゴロ（猫の）⋯

⋯purr⋯⋯猫にしては⋯⋯cry.く⋯⋯hiss.フ⋯⋯growlウ ごろ

寝⋯⋯vege out.（vegeは野菜のようにごろんと） す、害する

⋯⋯slay（⋯⋯），slew，slain（killed） コンシクウェンス

（consequence）⋯⋯果、成り行き、重大性。I was told that I

had to wear a tie at work or suffer the consequences. コンシル⋯

⋯conceal⋯⋯す（hide） 困をり越える⋯⋯how to deal with

various setbacks in life⋯⋯setbacksは障害、困、あともどりな

ど コンセッション⋯⋯（concession）店、 コンソリデショ

ン（consolidation）⋯⋯union of two or more things⋯⋯整理小

contend（コンテンド）⋯⋯主する、う、争する。Ninety

percent of parents contend that their babies develop faster than

average.？ばか。 コントリビュト（contribute）⋯⋯寄付する

、与える、寄与する。 今日では⋯⋯In this day and age コンパ

ルジョン（compulsion）⋯⋯制⋯⋯by compulsion⋯⋯on

compulsion complemen t⋯⋯to make complete or whole⋯⋯合う

もの、より良くするもの、完するもの⋯⋯compliment⋯⋯

とはうので注意。 composition⋯⋯作文。 50100⋯⋯It‘s six
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