
単語No 単語 対象箇所 誤 正 刷

9 blame ショートストーリー
「無礼者め！」と、非難され

る。
「無礼者め！」と、非難する。 22

45 occupy 意味 占拠する、ふさぐ ふさぐ、占拠する 22

53 authentic カタカナ発音 オーセンティンク オーセンティンク 8

67 provoke ショートストーリー プロボークサーを プロボクサーを 43

71 mimic 発音 ミミィク ミミィク 12

72 anatomy ショートストーリー トミカーを トミカを 43

91 quit 意味 やめる、中止にする、辞める やめる、中止にする 10

121 shatter ショートストーリー シャッターを シャッター(shutter)を 43

122 reconcile 意味 和解する 和解させる 54

122 reconcile 発音 レクンサイル レクンサイル 54

140 bankrupt 発音 バンク[ラァ]プト [バ]ンクラァプト 54

179 improvise 発音 インプル[ヴァ]イズ [イ]ンプルヴァイズ 54

211 hypocrite ショートストーリー 偽善者だったからだ。
偽善者だったからだ。(罰が当たっ

た)
43

223 ethics 意味 倫理、道徳 道徳、倫理 43

228 distress 意味 苦脳 苦悩 27

229 hall ショートストーリー
「Ｈｅｙ！要る？」と呼びとめ

る。
「Ｈｅｙ！要る？」と呼び止める。 18

255 plagiarism ショートストーリー
（製造方法の特許を盗用され

た）
（構造の特許を盗用された） 12

255 plagiarism 意味 盗用、剽窃 盗用 28



261 adequate 発音 アディクァト アディクァト 18

266 infuse ショートストーリー
インフルエンザになった人に、

ワクチンを注入する。

インフルエンザの予防で、ワクチン

を注入する。
58

288 imminent 意味 差し追った 差し迫った 8

290 confidential 意味 内密の、機密の 内密の、機密の、親展 43

341 rebundant 発音 リダンド゛ゥント リダンドゥント 8

356 wither 発音（アクセント） ウィズァ ウィズァ 28

361 incite ショートストーリー
インターネットのサイトでデモ

を煽動している。

インターネットのサイトでデモを扇

動している。
22

389 enact 例文 enacted an plan enacted a plan 8

411 token 例文 これを受けとてください これを受け取ってください 2

415 recover 意味 再生、回復 再生する、回復する、覆い直す 50

433 grow 発音（アクセント） グラウル グラウル 28

523 threat 意味 脅威 脅し、脅威 25

526 relegate 意味 格下げする 追放する、格下げする 25

526 relegate ショートストーリー
理事がゲートのところで降格さ

れている。

理事がゲートのところで追放されて

いる。
25

567 utmost 意味 最高の、最大限の 最大限の、最高の 25

624 consequence 発音 コンシクァンス コンシクァンス 48

661 invoice 意味 請求書 納品書、請求書、送り状 30

734 deem 意味 みなす。 みなす 10

772 dividend ショートストーリー 電動自伝車 電動自転車 2



788 issue 意味 発行する、雑誌などの”号” 発行する、雑誌などの”号”、問題 12

788 issue ショートストーリー 発行している 発行している。 38

789 slaughter ショートストーリー
スロープにいる豚は屠殺され

る。

スロープにいるトン（ブタ）は屠殺

される。
28

794 draft 例文和訳 本の原稿は 本の草稿は 38

799 increase ショートストーリー 増加している 増加している。 38

827 matter ショートストーリー 「待った」が掛かっる 「待った」が掛かる 2

885 extend カタカナ発音 イクステント イクステンド 16

885 extend 見出し語 extent extend 16

897 interpret イラスト内の文字 Where is here Where am I ? 30

898 distinct ショートストーリー
は（私のものだとはっきりわか

る。
は私のものだとはっきりわかる。 2

936 indignant 意味 憤概した 憤慨した 41

944 disguise ショートストーリー
This （この）外人を、変装させ

る。

This （この）外国人を、変装させ

る。
28

954 pursue ショートストーリー
パトカーがシューっと犯人を追

跡している。

パトカーがスーっと犯人を追跡して

いる。
28

954 pursue イラスト内の文字 シューっと スーッと 30

958 nominally ショートストーリー

「蚤なりぃ（ノミなのよ）」と

建前を言う。（本当はキスマー

ク）

「蚤なりぃ（ノミなのよ）」と名目

上のことを言う。（口実：本当はキ

スマーク）

28

984 controversial 意味 論争の的になる 論争の的になる、議論の 28

984 controversial ショートストーリー
「コントラバスじゃろ！」と議

論の的になる。

「コントラバスじゃろ！」と論争の

的になる。
28

1015 substantial 意味 たくさんの たくさんの、実体のある、実在する 46



1071 fatigue ショートストーリー
fat（太った）イグアナが、疲れ

ている。

fat（太った）イグアナが、疲労して

いる。
28

1106 trust 例文
He does not trust his friend to

be on time.

He does not trust his friend not

to be on time.
50

1116 impartially 例文 impartial advise impartial advice 8

1123 calculate 説明 電卓：calculater 電卓：calculator 8

1148 clash 意味 衝突する、ぶつかる
（考え、勢力・軍隊が）衝突する、

ぶつかる
36

1148 clash イラスト内に文字追加 実は、車の衝突はcrash 36

1148 clash 説明
交通事故(車がクラッシュ)、ク

ラッシュアイス

一緒に覚えよう！車の衝突は

crash、氷はcrush ice
36

1171
decision by a

majority
解説

decide：決める、major：多数

の。majorityroleとも言う

decide：決める、major：多数の。

majority ruleとも言う
58

1179 squeeze 意味 締め付ける。搾り出す 締め付ける、搾り出す 12

1327 handful 解説 hand(手)＋fu(一杯) hand(手)＋ful(一杯) 48

1367 collaborate 発音 クラブレイ クラブレイト 48

1550 irrelevant 説明 relevan(t関連のある) relevant（関連のある) 4

1555 under construction 発音 ワンストラクション コンストラクション 36

1616 provide 説明 サービスを供給する会 サービスを供給する会社 4

1735 nonprofit 意味 非営的な 非営利的な 4

1802 archtecture 発音 アーキテクト アーキテクチャ 4

2370 invention 発音 インヴィジュン インヴェンシュン 18

2384 decrease 発音 ディジーズ ディクリース 32

2468 sweet 意味 キャンデー キャンディー 18



2591 communicate 発音 クミューヌケイシュン クミュニュケイトゥ 58

2718 skill 意味 技術者、技能 技術、技能 18

2790 tear 発音 ティア 名：ティア、動：テア 18

2938 excuse 発音 イクスキューズ
動【イクスキューズ】

名【イクスキュース】
46

2894 desert 発音 デザート 名：デザート、動：ディザート 18

482ﾍﾟｰｼﾞ 目次 extent extend 36

赤文字が、アクセントの部分となります。


