
3伽を意味する ▪What, after all, does it amount

to? 結局それはどういうことなのか亜

amp 牡æmp乙 amp up 晦 伽の音旭声葦を大きくする

▪The audience amped up their clapping when

he started to speak. 彼の演説が始まると唖聴衆は拍

手の音を大きくした亜

amuse 牡əmjúːz乙 amuse a person with 旭by
doing葦晦 伽で旭をして葦人を楽します唖おもしろがらせる

▪I am careful to amuse you with the account

of all I see. 私は見るものすべてを話してあなたを楽しませ

てあげるよう心がけています ▪I amused him by tell-

ing stories. 私は話をして彼をおもしろがらせた亜

analyze 牡ǽnəlàɪz乙 analyze away 晦 伽を分

析して取り除く ▪I tried to analyze away the

additions. 付加物を分析して取り除こうとした亜

analyze out 晦 臼口渦伽を分析して明らかにする

▪He will look into them and analyze out some

common factors. 彼はそれらを調べ分析して共通要素

を明らかにするだろう亜

angle 牡ǽŋɡəl乙angle for 晦 1姶魚逢を釣る ▪We

went angling for trout. 私たちはマス釣りに出かけた亜

2伽を求める唖得ようとする ▪We are not angling

for a policy; we have distinct principles. 我々は

方策を求めてはいない唖我々には明確な方針がある

▪Modesty is the only sure bait when you angle

for praise. 人の称賛を求めるには謙3が唯一の確かな

えさだ亜

angle off 魁 姶ある角度に逢曲がる旭曲がって進む葦

▪The road angles off to the right. 道路は右に折

れている亜

angle on 晦 1臼米俗渦伽をもくろむ ▪So let's

angle on this. そこでこのことをもくろんでみよう亜

2姶いいカモ逢を引っかける ▪They try to angle on

rich daughters and sons. やつらは金持ちの子女を

引っかけようとしている亜

animadvert 牡nəmædvːrt乙 animadvert

on 旭upon, about葦魁 臼文渦伽を悪評する唖批評す

る唖非難する ▪We have been animadverting on

the state of things. 我々はその事態を非難してきた

▪He thinks it his duty to animadvert upon

some portion of my lecture. 彼は私の講演のどこか

をこき下ろすのが自分の務めだと考えている ▪I know I

shouldn't animadvert about the company. その

会社を悪く言ってはいけないのはわかっているけど亜

announce 牡ənáʊns乙 announce against 魁

臼米渦伽を支持しないと公言する ▪They have an-

nounced against the Republican candidate. 彼

らは共和党候補を支持しないと公言した亜

announce A as B 晦 A姶人逢をBであると発表する

▪Who was announced as the next presidential

candidate? 次期大統領候補者として誰が告知された

か亜

announce for 魁 臼米渦姶公職逢に立候補を表明する

▪Ron Sparks has announced for the Gover-

nor's race. ロン哀スパークスは知事選挙戦に立候補する

と表明した亜

announce A to B 晦 AをBに発表する ▪When

was the news announced to the public? その

ニュースはいつ公表されたのか亜

answer 牡ǽnsər俺άːn-乙 answer back 魁晦 1

臼口渦口答えする阿姶生意気な逢返答をする唖答弁する 姶＝

TALK back逢▪The child would answer back to

all his father said. その子供は父親の言うことにいちい

ち口答えするのだった ▪Don't you dare answer me

back! あつかましく私に口答えするんじゃない亜

2臼軍渦復唱 す る ▪The man answered back

quickly. その兵士は素早く復唱した亜

answer for 晦 1姶罪過逢の責任を負う唖伽の申し

開きをする ▪You will have to answer for your

wrongdoing one day. 君はいつかは悪行の責めを負わ

ねばならないだろう亜

2姶人物哀品質など逢を保証する唖請け合う唖姶事の成否逢の

責任を持つ ▪I can't answer for his honesty. 彼

の正直は保証できない ▪We will have to answer

for our son's behavior. 私たちは息子の行動に責任を

持たねばなるまい ▪I'll answer for it that she loses

herself. 今に見ろ唖きっと彼女は途方にくれるから亜

3 つらい報いを受ける ▪If you don't tell the truth

now, you may have to answer for it later. 今本

当のことを言わなければ唖あとでつらい目にあわねばならぬかも

しれない亜

魁 4姶人逢に代わって答える唖の代返をする ▪I an-

swered for you yesterday. きのうあなたに代わって返

事しておきました亜

5伽として使える唖の代わりになる ▪This rock will

answer for a hammer. この石が金�の代わりになる

だろう亜

answer to 晦 1姶過ち逢の理由を説明する唖弁明旭釈

明葦する ▪Christians believe we will answer to

God for our actions. 我々はおのれの行動の理由を神

に説明するのだとキリスト教徒は信じている亜

2伽に応じて動く ▪The ship answered 姶to逢the

helm at once. その船はすぐにかじに従って動いた

▪The horse answered to the whip. 馬はむちに応

じて動きだした亜

3伽に反応がある阿にかなう ▪The illness did not

answer to medical treatment. その病気は医療を加

えても効き目はなかった ▪The youth answers to

our requirements. その青年は我々の要求にかなう人

物だ亜

4姶記述哀描写逢に符合する唖一致する ▪He doesn't

answer to the description of the missing man.

彼は行方不明の人の人相書に符合しない亜

5伽と呼べば返事をする唖という名である ▪The dog

answers to 姶the name of逢Rocket. その犬はロケット

と い う 名 で す ▪The man answered to both

names. その人はどちらの名を呼ばれても返事をした亜

answer up 魁 素早く答える阿はっきり言う旭答える葦

▪Answer up! Enough of your vagueness! はっき

り言え! おまえのあいまいなのにはうんざりだ! ▪Answer

up when your teacher asks you a question. 先

生に質問されたらさっと答えるのですよ亜

answer up to 魁 1伽に返事をする ▪At the roll

call, the men answered up to their names. 点

呼の際唖兵士たちは名前を呼ばれて返事をした亜

2応答自在である ▪Young Smith could always

answer up to every question. スミス青年はどんな

質問にも常に応答自在だった亜

ante 牡ǽnti乙 ante up 魁 1臼米口渦姶トランプで逢¾

金を出す ▪It is a game that all can win at! Ante

up, ante up, boys! これは誰でも勝てるゲームだ亜諸君

さっさと¾金を出しなさい亜

2支払う阿出す 臼通常いやいやながら渦 ▪When his

wife was awarded alimony by the court, he had

to ante up. 妻が法廷によって別居手当てを認められた

とき唖彼はそれをいやいやながら支出しなければならなかった

▪He antes up ideas in a general conversation.

彼は一般的な会話のなかで考えを出す亜

apologize 牡əpάlədʒàɪz俺əpl-乙 apologize to a

person for 魁 人に伽のおわびをする ▪You must

apologize to him for your rudeness. 君はあの人に

無礼を働いたおわびをしなければならない亜

appeal 牡əpíːl乙appeal against 魁 臼法渦姶判決逢

を不服として上告する ▪He appealed successfully

against the judgment. 彼はその判決を不服として首

尾よく上告した亜

appeal for 晦 伽を要請する唖懇請する ▪The gov-

ernment has appealed for donations of clothes,

food and water. 政府は衣服哀食物哀水の寄付を要請

した亜

appeal to a person 晦 1人の心に訴える唖気に入

る唖興味をそそる ▪Bright colors appeal to small

children. 明るい色は小さい子供に好かれる ▪These

pictures do not appeal to me. これらの絵は私に訴

えるところがない亜

2人に懇請する唖訴える 姶for, to do逢▪At Christ-

mas people appeal to us to help the poor. クリス

マスには人々は我々に貧者を助けてくれと訴える ▪The

Lord Mayor of London appealed to the public

for donations. ロンドン市長が一般の人々に寄付を懇

請した亜

appear 牡əpɪ́ər乙appear as 旭in, on葦魁 伽の役

で旭映画に唖テレビに葦出演する ▪She is currently ap-

pearing as Carmen at the Royal Opera House.

彼女は今カルメン役でオペラ劇場に出演中だ ▪The fa-

mous actress has appeared in dozens of films.

その有名な女優はこれまで多くの映画に出演してきた

▪My sister is appearing on TV tonight. 姉が今

夜テレビに出ます亜

appear for 魁 伽のため旭の弁護人として葦出廷する

▪Mr. Eliot appeared for the defense. エリオット

氏は弁護のため出廷した ▪We invited a solicitor to

appear for us. 事務弁護士に我々の弁護人として出

廷してくれるよう依頼した亜

append 牡əpénd乙append A to 旭onto葦B 晦 A

をBにつける唖追加する ▪Append this sentence to

the last paragraph. この文を最後の段落のあとにつけ

てくれ亜

appertain 牡pərtéɪn乙 appertain to 晦 臼文渦

1姶権利哀特権が逢伽に属している ▪These rights ap-

pertain to a second cousin of the deceased. こ

れらの権利は故人のまたいとこに帰属する亜

2姶属性が逢伽に適する唖適切である ▪Quick decision

appertains to emergencies. 即座の決断が緊急時

に適切である亜

3伽に関連する唖関わる ▪The shop has anything

and everything appertaining to sports. その店に

はスポーツに関連するありとあらゆる物がそろっている亜

applaud 牡əplːd乙 applaud a person for 晦

伽に対して人をほめそやす ▪I applaud you for your

decision. よくその決心をなさいました亜

apply 牡əpláɪ乙apply for A to B 晦 AをBに願い

出る旭申し込む唖照会する葦姶�APPLY to B for A逢▪I

shall apply for assistance to the parish. 私は教

区に援助を願い出ます ▪He applied for a job to

the Board of Health. 彼は保健局に就職を願い出た亜

apply to 魁 1伽に当てはまる唖適用される阿に関係す

る ▪The rule does not apply to the case. その規

則はその件には当てはまらない ▪What I am saying

does not apply to you. 僕の言っていることは君には

関係がない亜

2伽に問い合わせる 姶�APPLY to B for A 2逢▪For

particulars apply to the office. 詳細は事務所に問

い合わせてください亜

apply A to B 晦 1 A姶規則哀方法逢をBに当てる唖Aを

Bに適用する ▪You can't apply this rule to every

case. この規則をあらゆる場合に適用するわけにはいかない

▪The money was applied to the debt. その金は

借金の返済に充当された亜

2 AをBに貼りつける唖AをBに塗りつける ▪Apply

this lint to the cut. このガーゼを傷口へ貼りなさい

▪Apply the paint to the wood. その木材にペンキを

塗りなさい亜

apply to B for A 晦 1 BにAを申し込む唖出願する

▪She has just applied to the head office for a

job. 彼女は本部に求職の申し込みをしたところだ亜

2 BにAを問い合わせる唖照会する ▪For further in-

formation, apply to the city hall. 詳細は市役所に

問い合わせてください亜硯�APPLY for A to B.

appoint 牡əpɪnt乙 appoint A as B 晦 A姶人逢を

B姶役職逢として任命旭指名葦する ▪He appointed

Dick as a storekeeper. 彼はディックを倉庫管理人に

指名した亜

appoint A for B 晦 B姶行事逢のA姶日時哀場所逢を定

める唖指定する ▪Let's appoint the date for our

wedding. 私たちの結婚式の日取りを決めましょう亜

appoint A to B 晦 A姶人逢をB姶地位哀役職逢に任じる唖

指名する ▪They appointed her to the post of

professor. 彼らは彼女を教授の地位に任じた ▪Who

will be appointed to the vacant post of trustee?

その空席の理事に誰が任命されるだろうか亜

apportion 牡əpːrʃən乙 apportion A out

姶among逢B 晦 AをBの間で分配する ▪The host-

ess apportioned the cake out among the

guests. 女主人はケーキを来客の数に合わせて切り分け

た亜

appraise 牡əpréɪz乙appraise at 晦 姶あるものを調

べて逢伽と評価する旭査定する葦▪Her diamond ring

amp

AA

8 appraise

AA

9



3姶報告哀要求哀宿題など逢を提出する ▪He may turn

in a shocking report. 彼はショッキングな報告を提出

するかもしれない亜

4伽を折り旭曲げ葦込む ▪He turned in his fingers

one by one. 彼は指を 1本 1本折った ▪I turned

in the edge of a sheet of paper. 私は 1枚の紙の角

を曲げ込んだ亜

5伽を中へ入れる唖追い込む唖取り込む ▪He turned

in among them some of his children. 彼はその子

たちの中へわが子を何人か入れた ▪No horse is to be

turned in under the penalty of twenty shillings.

馬の追い込みは禁止唖違反すれば 20シリングの罰金を課

す ▪You will turn in the cash wholesale. 卸し

売りで現金を取り込むことができるでしょう亜

6臼農渦姶雑草哀肥料など逢を地中にすき込む ▪The gar-

dens should be turned in with dung. 庭園は肥

料をすき込んでおかねばならない ▪In the spring the

weeds are best turned in. 春に雑草をすき込むのが

一番よい亜

7姶つま先など逢を内に向ける ▪He turns his toes in.

彼はつま先を内に向ける亜

8臼海渦姶ロープ逢を姶物に逢巻きつける ▪We fixed the

rope around the post by turning it in. ロープを

巻きつけて柱に留めた亜

9姶仕事など逢をやめる ▪I decided to turn in my

job. 仕事をやめようと決心した亜

10伽を達成する唖記録する ▪Yesterday Smith

turned in a personal best time. きのうスミスは個

人最高記録を出した亜

魁 11姶足 指 な ど が逢内 に 向 く ▪My short

Achilles tendons made my toes turn in. 私はアキ

レス�が短かったためつま先が内に向いている ▪The old

lady's big toes turn in. その老婦人の足の親指は内

側に曲がっていた旭外反母趾に罹っていた葦亜

12臼口渦床 に つ く 姶� TURN out 19逢 ▪Jack

“turned in,” as the sailors say. ジャックは水夫の言

い方をすれば 易床についた椅亜硯海事用語から亜

13姶場所哀家哀部屋などへ逢立ち寄る唖入る ▪I thought

I would turn in and have a cup of tea. 立ち寄っ

て茶を 1杯いただこうかと思った ▪I turned in at

your gate. お宅の門から入りました亜

14内側に曲がる ▪Spin bowling is always liable

to turn in or break away. ひねりを与えた球はいつも

内側に曲がったりそれたりしがちである亜

15臼米渦精出してやる ▪I intended to turn in

and earn some money. 私は精出して金を少々かせぐ

つもりだった亜

turn in on 晦 臼米渦精出して伽をやる ▪Two doc-

tors turned in on me. 二人の医師が念入りに私を

診察した亜

turn into 魁 1伽に変わる ▪Grubs turn into

butterflies. 幼虫はチョウになる亜

2伽に入る ▪We turned into a narrow lane. 私

たちは狭い小道へ入って行った亜

turn A into B 晦 1 AをBに変 え る旭翻訳 す る葦

▪The witch turned the prince into a frog. 魔

女は王子をカエルに変えてしまった ▪They turned

their little stock into cash. 彼らはわずかの株券を現

金に換えた ▪Can you turn this passage into

English? この一節を英語に翻訳できますか亜

2 AをBに注 ぐ旭入 れ る葦▪She turned the beef

stew into the dish. 彼女はビーフシチューを大皿につい

だ亜

turn off 晦 1姶水哀ガス哀電流など逢を栓をひねって止め

る阿姶テレビ哀ラジオ哀明かりなど逢を消す 姶�TURN on 1逢

▪The gas is turned off at eleven o'clock. ガスは

11時 に止 め ら れ る ▪The electric lights were

turned off. 電灯は消された ▪Bobby, turn off the

TV. ボビー唖テレビを消しなさい亜

2伽を追い払う阿を解雇する ▪The woman had

been turned off for carelessness. その女性は不注

意なので暇を出されていた亜

3臼まれ渦伽を絞首刑にする ▪I've seen many men

turned off. 私は大勢の男が絞首刑にされるのを見たこ

とがある亜硯絞首台のはしごを取ることから亜

4臼英戯渦伽を結婚させる ▪I consented to turn

her off. 私は彼女を結婚させることに同意した ▪Andy

and Carolina will be turned off next Friday. アン

ディーとキャロライナは次の金曜日に結婚する亜

5伽をわきへそらす旭避ける葦▪He turned off the

stroke. 彼はその打撃をかわした亜

6姶評言など逢をそらす唖転じる ▪He turned it off as a

joke. それを冗談として受け流した亜

7伽を姶巧みに逢仕遂げる唖作り出す ▪He turned off

300 pages of fluent Latin. 彼は 300ページの流ちょう

なラテン語を書き上げた ▪The hens are likely to

turn off some good chickens. その雌鶏は良いひなを

産みそうだ亜

8土を耕して姶うね逢を作る阿すいて姶角逢を切り取る ▪The

plow is especially useful in turning off the fur-

row. そのすきは土を耕してうねを作るのに特に役に立つ

▪One plow goes and turns off the corners. 一

つのすきが土をすいて角を切り取る亜

9姶性質哀表情逢を見 せ な く な る ▪Suddenly she

turned off the charm. 急に彼女は愛敬を見せなく

なった亜

10臼口渦＝TURN out 2亜

11伽に性的興味を失わせる唖をうんざりさせる ▪Her

figure turned me off. 彼女の体型を見て性的興味を

なくした ▪She is always complaining and turns

me off. 彼女は不平ばかりで私はうんざりだ亜

魁 12 わき道にそれる阿姶道が逢分かれる ▪He

turned off into some ornamented grounds. 彼は

わき道へそれてきれいに飾った庭へ入った ▪The road

turns off on the left hand. 道は左手に分かれている亜

13臼英渦姶品質が逢悪くなる阿姶食物が逢腐る ▪The day

turned off and we came home in some rain. 天

気がくずれて我々は小雨の中を帰ってきた ▪This pork

is turned off. このポークは痛んでいますよ亜

14姶ある状態逢になる ▪The evening turned off

cool. 夕方はすずしくなった亜

15姶明かりなどが逢消える旭切れる葦▪The lights turn

off automatically here. ここでは明かりは自動的に消

えます亜

16臼口渦興味を失う ▪I turned off and went out

of the assembly hall. 興味をなくしたので集会場から

外に出た亜

turn A off to B 晦 A姶人逢にBに対する関心旭興味葦を

失わせる ▪Breaking his leg turned him off to

skiing. 彼は足を折ってスキーに対して嫌気がさしてきた

▪A high price tag just turned me off to the

newest model. 高い値札を見ていっぺんにその最新の機

種を買う気が失せた亜

turn on 旭upon葦晦 1姶水哀ガス哀電流など逢を栓をひ

ねって出す 姶�TURN off 1, TURN out 4逢阿姶テレビ哀ラ

ジオ哀明かりなど逢をつける 姶�TURN off 1逢▪The

steam was turned on. 栓をひねって蒸気が出された

▪Turn on the TV to Channel 1. テレビの 1チャン

ネルをつけてちょうだい亜

2姶言葉哀行動で逢伽を攻撃する唖に襲いかかる阿を非難する

▪The big dog turned on the stranger. その大き

な犬は見知らぬ人に襲いかかった ▪Why did he turn

on me like that? どうして彼は私をあんなに非難したん

だろう亜

3臼俗渦伽を興奮させる唖しびれさせる唖うっとりさせる

▪The singer really turns me on. あの歌手はほんと

に僕をしびれさせる亜

4姶魅力など逢を急に見せる ▪She turned on her

smiles as we do the electric light. 彼女は電灯をつ

けるような具合に微笑を浮かべてみせた亜

5臼まれ渦姶考え哀行動哀心などを逢伽に向ける ▪He could

turn his mind at a moment's notice on any sub-

ject. 彼はどんな問題にでもすぐ心を向けることができた亜

6姶人逢を見捨 て る ▪He turned upon twenty

friends. 彼は 20人もの友人を見捨てた亜

7臼俗渦ドラッグを使用する阿性的に刺激する ▪They

turned on, so they were arrested. 彼らはドラッグ

を使ったので逮捕された ▪Her pronounced wriggle

really turned me on. 彼女があからさまに身をくねらせ

るものだから興奮しちゃったよ亜

魁 8臼俗渦興奮 す る唖し び れ る唖う っ と り す る

▪Drugs make you turn on. 麻薬は人を興奮させる亜

9姶テレビ哀ラジオ哀明かりなど逢がつく 姶�TURN off 15逢

▪I've set the electric cooker to turn on at 5

a.m. 炊飯器のスイッチを午前 5時にセットした亜

10伽に頼る唖伽次第である ▪The poll turns on

young men. 投票率は若者次第だ亜

11伽にかかる唖を中心問題とする ▪Great events

often turn upon very small circumstances. 大

事件がきわめて小さな事情にかかっている場合がしばしばあ

る ▪The drama turns entirely on the revolt of

the angels. その劇は天使の反逆ということを終始中心

問題としている亜

turn on to 魁 臼俗渦伽に対する興味旭関心葦をもつ

▪I turn on to cooking. 料理に関心があります亜

turn A on to B 晦 臼口渦A姶人逢にBに対する関心旭興

味葦をもたせる ▪What turned you on to classical

music? クラッシック音楽になぜ興味をもったの ▪The

man turned him on to drugs. その男にそそのかされ

て彼は麻薬をやるようになった亜

turn out 晦 1伽を姶巧みに逢仕上げる唖姶大量に逢作り出

す ▪The factory turns out more than a hun-

dred cars in a week. その工場は 1週間に 100台以

上の車を製造する亜

2伽を追い出す旭払う葦唖を出て行かせる ▪The land-

lady turned me out as I didn't pay the rent. 家

賃を払わなかったので家主に追い出された亜

3伽を解雇旭解職葦する ▪It was the radical mining

people that turned him out. 彼を解職したのは急進

的な鉱山関係の人々だった亜

4姶明かり哀ガス逢を栓をひねって消す 姶�TURN on 1逢

▪She was turning out the light. 彼女は明かりを

消していた亜

5姶家哀部屋哀容器から物逢を外へ出す阿姶中身逢をあける

▪We turned out all the empty bottles. 空き瓶を

全部外へ出した ▪The police officer told me to

turn out my pockets. 警察官はポケットの中身を空

けろと言った亜

6姶調べたり並べ変えたりするために容器哀部屋など逢をから

にする阿を掃除する ▪The maids were turning out

the drawing room. お手伝いたちは応接間の掃除をし

ていた ▪She turned out his pockets. 彼女は彼の

ポケットをからにした亜

7伽を裏返す ▪He told me I had turned the

wrong side out. 私が裏返しにしたと彼は言った亜

8姶つま先など逢を外側に向ける ▪The nag turns out

his toes a little. そのやくざ馬は足先を少し外に向ける亜

9伽を飾る唖盛装させる ▪Coaches were fewer but

they were better turned out. 公式馬車のほうが少

なかったが唖いっそう見事に飾られていた ▪She was

beautifully turned out. 彼女は美しく着飾っていた亜

10姶家畜逢を牧場へ出す唖姶キジなど逢を隠れ場へ追い込む

▪The colts were turned out on the open com-

mons. 子馬たちは広々とした共有地へ出された ▪He

turned out several pheasants at his feet. 彼は足

もとの数羽のキジを隠れ場へ追い込んだ亜

11姶土地逢を耕さずにおく ▪These once rich lands

were now turned out. 以前はよく肥えていたこれらの

土地は今や耕さずにおかれた亜

12臼まれ渦伽を参照する唖調べる ▪I turned out the

word in the indices. 私はその語を索引で調べてみた亜

13臼米渦姶茶逢をつぐ ▪Mother turned out the tea.

母が茶をついでくれた亜

14尉補語を伴って惟姶結局逢伽となる ▪What a pretty

girl Nellie has turned out! ネリーはなんてきれいな少

女になったことだろう ▪The day turned out fine. そ

の日は結局よい天気になった亜

魁 15尉主に不定詞哀補語を伴って惟結局伽であるこ

とがわかる 臼易なる椅という含みはない渦 ▪The beggar

turned out 姶to be逢a thief. その物乞いは泥棒である

ことがわかった ▪The rumor turned out false. その

Rは偽りであることがわかった ▪It turned out that

he was never there. 彼は結局そこにいなかったことがわ

かった亜

16尉副詞語句を伴って惟姶伽のふうに逢成り行く唖結果に

な る ▪Our expedition turned out very well.

我々の遠征は非常にうまくいった ▪His transactions

have turned out disastrously to himself. 彼の取

turn
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