ランクアップに不可欠!

ネイティブには常識の
難解英単語 50
英語4 技能を伸ばすのに欠かせないのが語彙力。

特に、リーディングとリスニングでは、知っている語彙が多ければ多いほど英語が理解しやすくなります。

なかでも英字新聞・雑誌や洋書、英語ニュースで使われる単語は、知らなければ意味を類推するのも難しい場合が多くあります。

そこで今回は、日本人にとっては難解だが非常に重要な単語を紹介します。取り上げるのは、ネイティブなら当然知っているものばかり。

今まで一度も見たことのない単語、見たことはあるがうろ覚えの単語は、この機会にまとめて覚えてしまいましょう。

執筆：阿部 一（あべ・はじめ）

英語総合研究所所長。元・獨協大学外国語学部、および同大学院教授。NHK ラジオ「基礎英語3」元講師。文部科学省をはじめ、
英検や各都道府県の教育委員会・教育センターなどで、
日本人教師や外国人講師を対象に、300 回以上の講演会、研修会、
ワークショップなどを行っている。
また、企業や公官庁でも英語の集中研修を行っており、
この研修で使われている練習テクニックや訓練手法はこれまでに数多くの臨床や実践に基づいた

Evidence-based training（実証データに基づいた研修）法で、DEEP-CITE のネーミングで知られており、着実に成果を上げている。著書多数。
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はじめに
「語彙力」は英語学習の要である

る。その意味で、この1 万語突破ラインは、熱意のある学習

者にとってはひとつの大きな壁であるとともに、大きな目標
確固とした英語力の土台は、語彙の豊富さに尽きる。ひ

と考えていいだろう。

とつは「質的な豊富さ」であり、もうひとつは「量的な豊富
さ」である。英語の語彙学習を実り多いものにしていくため

どのくらいの「語彙力」をつければよいのか？

には、絶えずこれらの両面を考慮しながら進めることが大事
である。

現実問題として、日本人の英語使用の実態や各種英語

まず質的な語彙学習では、読んだり聴いたりしてすぐに

試験対策などを考えると、実は文字から情報を得ることが

わかるだけでなく、自分で英語を話したり書いたりするとき

多く、リーディング力が大人の英語学習・使用の鍵だと言

に、自在に使いこなせるようにすることが肝要である。このタ

っても過言ではない。そして、リーディングでは、当然「量的

イプの語彙は、英語の基礎力を養うのに必須とされる一連

な語彙力」がポイントになる。大学受験で得られる語彙力

の語で、多く見積もっても1000 語程度だ。ただ、英語圏の

は決して軽視できるものではなく、そのほとんどが、ある意味

日常会話などで使用頻度が全体の80% を優に超えるこれ

では重要な中堅語彙と言われるものばかりである。ただし、

ら「基本語」は、とにかく意味の使用範囲が広く、習得が難

特に英語の新聞や雑誌など生の素材を快適に読むには、

しい。たとえば、名 詞 の thing、way、matter、動 詞 の

大学受験レベルの語彙力では不十分だと言える。

get、make、take、副詞の ever、still、there、前置詞、

私どもの研究所が行っている研修では、学習対象とする

接続詞、助動詞、代名詞などだ。これらを広く深く把握し、

語彙レベルを一応7500 語においており、これをマスターす

状況に応じてうまく使いこなせる力が「基本語力」である。

れば、海外出張でも商談でも大抵の場合は間に合う。しか
し、かなり高度な「英語実践力」の養成を意識した形で行

語彙学習には、段階的に乗り越えるべき壁がある

うときは、最低で1 万語、できれば1 万2000 〜1 万5000 語
を「認識語彙」
（見てすぐにその意味がわかる語）として習

一方、英語を読んだり聴いたりしたときにすぐにその意味

得させることになっている。これまで1 万語を習得して修了

がわかったり、関連語などが思い出されるといった語彙力は

した研修生はほぼ全員、その後の英語でのコミュニケーショ

「拡張語力」と呼ばれる。一般によく英語学習者の間で「も

ンに困ったという人はいないので、やはり1 万語突破を狙い

っと語彙力をつけたい」と言われるときの「語彙力」は、
この

「拡張語力」を指していると言える。
「拡張語」を増やす量的な語彙学習のステップには、いく
つか岩盤がある。最初の岩盤は、基本語を除いて、学習の

初歩段階で英語を読むのに必要とされ、日常生活語として
もよく使われる3000 語程度を確実に自分のモノにできるか

たい。
そうは言っても、語彙学習はどうしても学習者泣かせで、
なかなか覚えられずに、いつの間にか挫折してしまう人が後
を絶 たないのが 現実 である。それを防ぐコツはとにかく、

「拡張語」は語源や話題などに関連付け、スピード感をもっ
て体得していくことである。

どうかである。それがクリアできれば、次は6000 語レベルま
での語彙である。本来はこのあたりまでの語彙を、高校卒

業までにしっかりと固めてほしいところだ。
その次の7000 〜9000 語レベルには硬い岩盤があって、
ここはクリアするのがなかなか難しい。この中上級レベルに

今回の特集は、7000 語〜1 万語あたりの語彙を実際に
体験してもらうものである。中級レベル、上級レベルに分
け、語彙力診断クイズを設けた。これで現在の語彙レベル
がおおよそつかめるだろう。中には、見たこともないと思わ

なると、かなり英語ができる人でも手こずる単語が結構入っ

れる単語もあると思うが、取り上げた単語は、知っているの

てくる。そして、その先に9000 語〜1 万語がくるが、
ここはも

と知らないのとでは大いに差がつくものばかりだ。用例や解

う完全に上級レベルで、語彙学習でここまで達した人は、普

説を参考に、ぜひこの機会に覚えてほしい。

段触れる英語で単語に困ることはほとんどないと推定され
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語彙力診断クイズ｜Part 1  
まずは中級レベルの語彙力クイズに挑戦 ! その後、pp.44-45にある各単語の用例や解説を読み、使い方を身に付けましょう。

以下の文で、日本語訳の色文字に該当する語を、次の単語群の中から選んでください。
tremor
allegiance
boon
ambushed

1. I pledge
States of America.

bogus
creed
facile
ballots

advocacy
oblivious
dismantle
illicit

to the flag of the United

10. The army truck was

by rebel forces.

その軍隊のトラックが反乱軍による待ち伏せ攻撃を受けた。

アメリカ国旗に忠誠を誓います。

2. The rumor is
corporation.

blackmail
detrimental
predatory
recurrence

to the interests of our

彼女は彼を脅迫するために、彼の恥ずかしい写真を利用した。

その風評は、わが社の利益にとって有害だ。

3. We shouldn’t be

to potential risks.

潜在的なリスクを忘れてはならない。

12. We must keep working to
ist networks.

the terror-

私たちは、テロ組織を解体するために努力し続けなければなら

4. His guest appearance at the show was an unexfor the fans.
pected
彼がゲストとしてその番組に出演したことは、ファンにとって思い

がけない恩恵だった。

5. The bird has an aggressive and
ture.

na-

ない。

13. The university was once widely recognized for
of human and civil rights.
its staunch
その大学は、かつて人権および市民権の断固たる擁護で広く

知られていた。

14. Both the governor and the lieutenant governor
to four-year
are elected on separate
terms of office.

その鳥は攻撃的で捕食性の性質がある。

6. I think what the so-called psychic said was
.
そのいわゆる霊能者が言ったことはいんちきだと思うよ。

州知事と州副知事は、ともに4 年の任期に対して別々の投票

で選ばれている。

15. Frankly, I’m tired of reading the same old
criticisms.

7. The politician accepted ¥15 million in
donations.

はっきり言って、私はお決まりの浅薄な批評を読むのに飽き飽

その政治家は1500 万円の不正な献金を受け取った。

8. My doctor said my hand
anxiety.

11. She used some embarrassing photos of him to
him.

きしている。

was due to

担当医は、私の手の震えは不安によるものだと言った。

9. What action should be taken to prevent a/an
of the trouble?

16. This institution prohibits discrimination in employment on the basis of race, color, religion,
, gender or sexual orientation.
この施設では、人種、肌の色、宗教、信条、性別、性的指向に
よる雇用差別を禁止している。

そのトラブルの再発を防ぐために、どんな対策をとるべきだろうか。

解答
1.
2.
3.
4.

allegiance
detrimental
oblivious
boon
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5.
6.
7.
8.

predatory
bogus
illicit
tremor

9. recurrence
10. ambushed
11. blackmail
12. dismantle



13.
14.
15.
16.

advocacy
ballots
facile
creed
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