
 
 

カタカナ英語コレクション 
 

作 そのだひろし 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜＜はじめに In the beginning＞＞ 

この作品は、最近約 10 年間の新聞やテレビに掲載、放映された「カタカナ英語」が、その大

半です。その他は小生が目下、通学中の放送大学校奈良校の OB 会で配布された資料の中

から採用しました。その残りは、通学途上の市内バスの車窓から採取した所謂「マチナカ掲示

の広告看板」から採用しました。 

以上を、アイウエオ順に並べ替え、英語に直し簡単な訳文を付しました。そんな訳で、「カタカ

ナ英語」は、これ以外にも、まだ沢山あると思われますので適宜補充してください。 

最後にこの原稿を書き終えた後で、「カタカナ英語」を数えてみたら、何と３千数百ありました。

改めて、その多さに驚きました。「これ程、多くのカタカナ英語に、我々は取り囲まれているの

かと」！ 

序でながら、この作品の制作中、しきりに思った事は「英語の勉強は、即（ソク）、国語の勉強な

り」ということでした。 

２０１８年３月 そのだひろし 
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【ア行の部】 

1. アイコン icon コンピュータで，プログラム等を表す絵や文字 

2. アイコノクラスト iconoclast 偶像打破主義者 

 アイコノクラズム iconoclasm 偶像打破主義 

3. アイサイト eyesight 視界，視野 

 アイシャドウ eyeshadow 目の影＝瞼に塗る青色や茶色の化粧 

 アイマスク eye mask 目の覆い＝明るい所でも安眠できるための目隠し 

 アイライン eye line 目の線。和製語 目をはっきり大きく見せる為の線

4. アイスクリーム ice-cream 氷菓子（コオリガシ） 

 アイスコーヒー ice coffee 
アイス コフィー 

氷で冷やしたコーヒー 

 アイスバーン Eisbahn ドイツ語で，「凍結した雪面」の事 

転じて「スケートリンク」の事も言う 

スケートリンク－skating rink 

        スケイテイング リンク 

＝スケート場 

 アイスピック ice pick 氷を割るための錐（キリ） 

 アイスホッケー ice hockey 
アイス ホッキー 

氷上で円盤を打ち合う競技 

5. アイゼン  登山用の靴に取り付ける滑り止め金具 

←ドイツ語の Steigeisen の略 

シュタイクアイゼン 

6. アイソトープ isotope 
アイソトウプ 

（物理，化学の）同位体 

＝原子数は同じで，中性子数の異なる原子核をもつ

原子。水素や重水素など 

7. アイテム item 項目，品目 

8. アイデア idea 
アイディア 

思いつき，着想 

→good idea グッドアイディア 

良い思いつき 

9. アイデイアル ideal 理想 

 アイデイアリスト idealist 理想主義者 

 アイデイアリズム idealism 理想主義 

10. アイデンティティ identity 独自性，自己の存在証明 

→アイデンティティカード identity card 

身分証明書（ID card） 

 アイデンティファイ identify 同じである事を確認する 

→アイデンティフィケイション identification 

身元確認 
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11. アイドル ／idol 

＼idle 

1.偶像 2.人気者 

怠惰な，怠けの 

→idling アイドリング 

車のエンジンの空ふかし 

12. アイブロウ eyebrow 眉（マユ），眉毛（マユゲ） 

13. アイボリー ivory 象牙 

 アイボリータワー ivory tower 象牙の塔 

14. アイランド island 島 

→アイランダー islander 

島の人 

15. アイリス iris 1.ギリシャ神話の「虹の女神」 

2.菖蒲（アヤメ） 

16. アイロニー irony 皮肉，当てこすり 

→アイロニカル ironical 

1.皮肉な 2.反語的な 

17. アイロン Iron 
アイアン 

鉄。転じて西洋コテ（ヒノシ） 

18. アワォード award 賞品，賞金 

19. アウトドア outdoor 屋外 

：インドア indoor 

屋内 

20. アウトバウンド outbound （米）（船や飛行機が）外国行きの 

：インバウンド inbound 

（米）（船や飛行機が）国内向けの 

 アウトフィット outfit アクセサリーの衣装一式 

accessory 

付属品，装飾品 

 アウトブレイク outbreak （悪事，伝染病等の）爆発的発生 

 アウトライン outline 概略，あらまし 

 アウトリーチ outreach 手の届く範囲 

←reach 

届く 

 アウトレイジ outrage 1.激怒 2.暴力 

←rage 

暴れる 

 アウトレット outlet 1.出口 2.直販店 

：インレット inlet 

1.入り口 2.入り江 

 アウトロー outlaw 無法者 

←law 

法律 
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21. アカウンタビリティ accountability 1.説明責任 2.会計責任 

→アカウント account 

1.勘定 2.計算書 

→アカウンタント accountant 

計理士，会計士 

22. アカシヤ acacia 
アケイシャ 

豆科の街路樹 →花言葉は「純愛」 

23. アカデミー academy 学問の中心，学士院 

 アカデミック academic 学問的な 

 アカデミズム acadernism 学問至上主義 

24. アカペラ a capella イタリア語。無伴奏の合唱 

25. アキレス腱 Achilles tendon 
アキレス テンドン 

踵の腱（カカトノケン）。 

転じて，弱者がもつ基本的な弱点 

26. アクシデント accident 事故，不慮の出来事 

27. アクション action 1.行動 2.脚本 

←アクテイベイト activate 

活性化する 

←アクテイベイション activation 

活性化 

28. アクセス access 1.交通手段 2.コンピューターのデータの読み出し

29. アクセッサリー accessory 1.衣服の装身具 2.機械の周辺器具 

30. アクセル accelerator アクセラレイターの略。加速装置 

←accelerate アクセラレイト 

加速する 

31. アクセント accent 1.発音の強調箇所 

2.デザインや文章の協調したい所 

→accentuation アクセンチュウエイション 

力説，強調 

→accentuate アクセンチュウエイト 

力説する，強調する 

32. アクター actor 男優 

：アクトレス actress 

女優 

33. アクロバット acrobat 軽業（カルワザ），軽業師 

34. アグリー ugly 醜い 

→アグリネス ugliness 

醜さ 

35. アグリカルチャー agriculture 農業＝farming ファーミング 

36. アグレッシブ aggressive 攻撃的な 

 アグレッション aggression 攻撃 
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37. アコーステイック acoustic 音響の 

→アコーステイックギター acoustic guitar 

アンプ（拡声器）を使わずに音を増幅させるギター

amplifier（アンプリファイアー）の略。 

増幅器 

38. アコージョン accordion 
アコーディオン 

手風琴（テフウキン） 

 アコージョニスト accordionist 
アコーデイオニスト 

アコーデイオン奏者 

39. アザレア azalea 躑躅（ツツジ） 

40. アシスタンス assistance 補助，助力 

←assist アシススト 

助ける 

 アシスタント assistant 補助者，助手 

41. アジト  agitating position（アジテイテイングポジション） 

の略 

労働争議や政治的ストライキを扇動する司令塔 

←アジテイト agitate 

扇動する，世論をかき立てる 

←ポジション position 

場所，陣地 

42. アジャイル agile 身軽で，すばしこい 

→アジリテイ agility 

身軽さ，すばしこさ 

43. アジャストメント adjustment 調節，調整 

←アジャスト adjust 

調節する 

44. アジェンダ agenda 1.予定表 2.議事日程 

45. アストロノミー astronomy 天文学 

 アストロノート astronaut （米）宇宙飛行士 

46. アスパラガス asparagus 南ヨーロッパ原産の野菜。その若芽は食用 

47. アスピリン Aspirin ドイツ語。鎮痛解熱剤（チンツーゲネツザイ） 

48. アスファルト asphalt 道路舗装材 

→アスファルトコンクリート asphalt concrete 

concrete－固体の，凝固物の 

アスファルトを泥状に溶かして砂利等を混ぜ，舗装

等に用いるもの 

49. アスベスト asbestos 
アスベストス 

石綿，肺ガンの元になるとされ，現在は不使用 

50. アスリート athlete 運動選手。特に，陸上競技の選手 

 アスレテイックス athletics 運動競技，特に陸上競技 

 アスレテイック クラブ athletic club 会員制のスポーツクラブ 
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51. アセスメント assessment 評価 

←assess 

評価する 

cf 環境アセスメント 

environmental assessment 

エンバイアロンメンタル アセスメント 

52. アセット asset 資産 

→カレント アセット current asset 

流動的な資産＝流動資産 

：フィックスト アセット fixed asset 

固定的な資産＝固定資産 

53. アセンブリー assembly 1.集会 2.機械の部品 

←アセンブル assemble 

1.集める 2.組み立てる 

54. アソシエイション association 
アソウシエイション 

協会，組合 

←associate アソウシエイト 

連合する，提携する 

55. アタック attack 攻撃 

→アタッカー attacker 

攻撃者 

56. アタッチメント attachment 機械類の付属品 

←attach 

添加する 

57. アダプター adapter 電気の差し込み口 

←adapt アダプト 

合わせる 

→アダプテイション adaptation 

適応，順応（ジュンノウ） 

58. アダルトビデオ adult video 和製語。性描写主体の成人向けビデオ 

video tape recorder ビデオ テープ レコーダー 

59. アダージオ adagio イタリア語。「速度を緩める」の意味 

60. アチーブメント achievement 事の達成，成就（ジョウジュ） 

←アチーブ achieve 

事を成し遂げる 

 アチーブメントテスト achievement test 学業達成度テスト 

61. アッタランス utterance 発言 

←アッター utter 

発言する 

62. アップグレイド upgrade 改良する 

→グレイドアップ grade up 

和製語。格，等級を挙げる事 

63. アップスタート upstart 1.成り上がり者 2.成り金 

→スタートアップ start-up 

操業開始 
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64. アップステアズ upstairs 階上，二階 

：ダウンステアズ downstairs 

階下，一階 

65. アップライトピアノ upright piano 
アップライト ピアノウ 

家庭用の縦型ピアノ 

：グランドピアノ grand piano 

         グランド ピアノウ 

業務用，演奏用の大型ピアノ 

66. アップリケ applique フランス語。装飾模様等を付けた手芸品 

67. アップルパイ apple pie 甘煮のリンゴを詰めたパイ 

pie－小麦粉やバター等で作った生地で，果物の甘煮

を包んだ洋菓子 

68. アテンション attention 注意 

69. アテンダンス attendance 参加，付き添い 

 アテンダント attendant 付き添い人，参列者 

→キャビン アテンダント cabin attendant 

飛行機の客室乗務員＝flight attendant 

          フライト アテンダント 

←cabin 

（米）小部屋，居室 

70. アデプト adept 達人，名人 

71. アトピー atopy ギリシャ語。「奇妙な」の意味。転じて，アレルギー

皮膚炎 

アレルギー － Allergie 

ドイツ語。過敏症 

＝英語の allergy 

    アラージー 

72. アトミックボム atomic bomb 原子爆弾 

←atom 

原子 

bomb－爆弾。b は発音しないことに注意 

73. アトモスフィア atmosphere ふん囲気。その場の空気（mood） 

            ムード 

74. アトラクション attraction 1.客寄せの余興 2.遊園地の遊戯施設 

←アトラクト attract 

人を引き寄せる，魅了さす 

75. アトラス Atlas ギリシャ神話の「肩で天を支える巨人」 

転じて「地図帳」 

76. アトリエ atrier フランス語。大工の仕事場。転じて，写真家等の仕

事場 

77. アドバイス advice 助言 

→アドバイズ advise 

助言する 

→アドバイザー adviser 

助言者，忠告する人 
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78. アドバルーン ad balloon 広告を吊るす気球 

ad － advertisement 

アドバタイズメントの略。広告 

79. アドバンス advance 進む，前進する 

→advancement アドバンスメント 

前進 

80. アドバンテイッジ advantage 有利，優勢 

転じて，テニス，卓球等でのジュース後の得点 

ジュース－deuce 

１セットの勝負が決まる直前に同点になり一方が２

点取るまでジュースを繰り返す試合 

81. アドプター adopter 1.採用者 2.養い親 

←adopt アドプト 

採用する 

→養子 adopted child 

    アドプテイッド チャイルド 

82. アドベンチャー adventure 冒険 

83. アドマイアー admire 1.敬服する 2.称賛する 

→アドミレイション admiration 

1.敬服 2.称賛 

84. アドミッション admission 入場 

←アドミット admit 

入る 

 アドミッションフリー admission free 入場無料 

85. アドミッタンス admittance 入場許可 

←admit 

1.中に入る 2.認める 

86. アドリブ adlib ラテン語の ad libitum の略 

     アド リビタム 

1.ジャズの即興的独奏 

2.映画や演劇等で俳優が台本にない事を，即興でし

ゃべる事 

87. アドレス address 1.住所 2.演説 

88. アドレナリン Adrenalin ドイツ語。副腎ホルモン（止血剤等に使う） 

89. アナキスト anarchist 
アナーキスト 

無政府主義者 

 アナキズム anarchism 
アナーキズム 

無政府主義 

90. アナクロ  anachronism 

アナクロニズムの略。 

時代錯誤，時代遅れ 

91. アナグラム anagram 字の綴り順を変えて，別の語を作るゲーム 

例：listen→silent 
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92. アナライズ analyse 

analyze 

分析する 

→アナリシス analysis 

分析 

→アナリスト analyst 

1.分析専門家 2.解説者 

93. アナログ analogue 1.ある量やデータを連続変化する物量で表す事 

2.物事を割り切って考えぬ事 

：デジタル digital 

      デイジタル 

1.ある量やデータを２進法で表す事 

2.物事を割り切って考える事 

94. アナロジー analogy 推論，類推 

95. アニバーサリー anniversary 記念日，記念祭 

96. アニメ  animation 

アニメイションの略。動きの無い絵や人形等を動い

たように見せる動画 

←animate アニメイト 

生き生きした物に見せる 

97. アネクドート anecdote 
アネクドウト 

逸話，秘話 

98. アネックス annex 1.付属建物 2.別館 

99. アノニマス anonymous 匿名の，名を明かさない 

→アノニミテイ anonymity 

匿名性 

100. アパシー apathy 無関心，無感動 

＝indifference インデイフェレンス 

→political apathy ポリテイカル アパシー 

政治的無関心 

101. アパルトヘイト apartheid アフリカ語。「隔離」の意 

南アフリカの有色人種差別政策。1991 年に法的全廃

102. アパレル産業 apparel industry 
アパレル インダストリー

服飾産業 

apparel－（米）衣料品。衣服，特に既製服 

103. アパート  apartment house の略。集合共同住宅 

アパートメントハウス 

104. アバウンド abound 一杯，満ち溢れている 

→アバンダンス abundance 

豊富，大量 

→アバンダント abundant 

豊富な，大量の 

105. アバカス abacus 算盤（ソロバン） 

106. アバランス avalanche フランス語。雪崩（ナダレ） 

107. アバンチュール aventure フランス語。「冒険」の意味 

転じて，「恋の火遊び」の事 
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108. アピアランス appearance 外見，外からの様子 

←アピア appear 

1.見える 2.現れる 

 アピアランスマネー appearance money 
     マニー 

顔見せ料 

集会等を盛り上げる為に招聘された有名人等への謝

礼金 

109. アピール appeal 1.主張 

2.人を引き付ける魅力 

3.スポーツで，審判に意義を申し立てる事 

 アピールポイント appeal point 和製語。魅力のある点 

110. アビューズ abuse 1.いじめ，虐待 2.薬物乱用 

111. アビエイション（米） aviation エイビエイション（英） 

1.航空術 2.航空機産業 

112. アビリティ ability 能力，可能性 

←able エイブル 

可能な 

：イナビリテイ inability 

不可能，無能力 

→アネイブル unable 

不可能な 

113. アフィリエイション affiliation 1.提携 2.加盟 

←アフィリエイト affiliate 

1.提携する 2.加盟する 

114. アフォリズム aphorism 簡潔で鋭い言葉。警句，金言 

115. アフターケア after care 術後の健康管理 

care－用心，介護 

 アフターサービス after service 和製語。販売後の修理，点検等 

116. アプテイチュード aptitude 適性 

←apt アプト 

適した 

 アプテイチュード テスト aptitude test 適性検査 

117. アプリ  application の略。 

アプリケイション 

1.応用 2.申し込み 

←アプライ apply 

1.応用する 2.申し込む 

118. アプリオリ a priori ラテン語。先天的な 

：アポステリオリ a posteriori 

後天的な 

119. アプローテ approach 
アプロウチ 

1.接近 2.ゴルフの「寄せ」 

120. アブストラクト abstract 1.抽象的な 2.抜粋 

：コンクリート concrete 

1.具体的な 2.固まり 
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121. アブタクション abduction 1.拉致（ラチ） 2.誘拐 

←アブダクト abduct 

1.拉致する 2.誘拐する 

122. アブドーメン abdomen 
アブドウメン 

腹部，おなか 

123. アブロード abroad 
アブロウド 

国外へ，外国へ 

→go abroad 

外遊する 

124. アベイル avail 役に立つ 

→アベイラビリテイ availability 

有用性，可能性 

→アベイラブル available 

入手できる，利用できる 

125. アベック avec ラテン語。男女，恋人同士の二人づれ 

126. アベレージ average 
アベリッジ 

平均 

127. アベンジ avenge 復讐する，仕返しする 

128. アポ  appointment の略。面会，会合の約束 

アポイントメント 

「アポを取る」 

129. アポストロフィー apostrophy 

apostrophe 

省略記号 

→I'm can't 等 

130. アポロ Apollo 1.ギリシャ神話の「アポロンの神」 

2.人を月に送った米国の宇宙船 

131. アポロジー apology 謝罪 

←apologize アポロジャイズ 

謝る 

132. アボイド avoid 避ける 

→avoidance アボイダンス 

回避 

133. アボリジニ Aborigine オーストラリア原住民 

134. アマ  amateur 

アマチュアの略 素人（シロウト） 

：プロ professional 

プロフェッショナルの略 玄人（クロウト） 

135. アミューズメント amusement 娯楽，楽しみ 

←アミューズ amuse 

人を楽します 

136. アムネステイ amnesty 1.恩赦（オンシャ） 2.執行猶予 

137. アメイジング amazing 驚くべき 

←アメイズ amaze 

驚く 
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138. アメダス AMeDAS 

A
．
utomated 

Me
．．

teorological D
．
ata 

A
．
cquisition S

．
ystem 

オートメイテイッド メテ

オロロジカル デイタ ア

クイジション システム 

自動的な気象のデータ入手システム 

＝地域別気象観測システム 

←meteorology メテオロロジー 

気象 

←acquisition 

取得，入手 

←acquire アクワイアー 

取得する 

139. アメニテイ amenity 1.楽しみ 2.娯楽設備 

140. アメフト American football 
アメリカン フットボール

米式蹴球 

141. アメーバ amoeba ギリシャ語。単細胞原生動物の群れ 

＝英語の ameba アミーバ 

142. アメンドメント amendment 修正 

←アメンド amend 

修正する 

143. アラカルト a la carte フランス語。レストラン等での一品料理 

144. アラフォー around forty 
アラウンド フォーテイ 

40 歳前後 

around－（米）約，おおよそ 

cf アラサー 

around thirty アラウンドサーテイ 

30 歳前後 

145. アラート alert 1.用心深い 2.警戒警報 

146. アラームクロック alarm clock 目覚まし時計 

alarm－警報 

clock－時計 

147. アリバイ alibi フランス語。「他の場所」の意味 

転じて，犯行現場不在の証明 

148. アリーナ arena 元，古代ローマの「円形競技場」。今の「競技場」

149. アルカイック archaique フランス語の「古風な」の意味 

 アルカイック アート archaique art 古代風芸術 

 アルカイック スマイル archaique smile 古風な笑み 

150. アルカリ alkali アラビア語。水溶性塩基 

→アルカリ性 

alkaline アルカライン 

：酸性 

acidity アシデイテイ 

←acid アシッド 

酸性の 

151. アルコール alcohol 
アルカホール 

酒類 

 アルコール ランプ alcohol lamp 
アルカホール ランプ 

簡単な化学実験に使う，アルコールが燃料のガラス

製ランプ 
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152. アルツハイマー Alzheimer ドイツの神経病理学者名。その名から採った「神経

的認知症」の事 

153. アルテイメイト ultimate 1.最終的な 2.最終結果 

154. アルバイト Arbeit ドイツ語。略称：バイト 

1.労働 2.学問的業績 3.学者や研究者の内職 

155. アルバム album 写真や絵画等を保存する帳面 

156. アルファ  Α α ギリシャ語の最初の字母 

：オメガ Ω ω 

ギリシャ語の最後の字母 

→「アルファからオメガまで」＝「最初から最後ま

で」の意 

157. アルファベット alphabet 英語の 26 文字 

158. アルプススタンド Alps stand 和製語。甲子園球場の大観覧席 

（アルプスの山のように聳えているから採った） 

159. アルペンルート Alpine route 
アルパイン ルート 

＝Alps（アルプス）山脈の山道 

160. アルミカン aluminum can 
アルミナム カン 

ラテン語。アルミ製の缶 

can－（米）缶詰の缶 

161. アレゴリー allegory 寓話，例え話 

162. アレルギー Allergie ドイツ語。異常敏感症 

＝英語 allergy アラージー 

 アレルゲン Allergen ドイツ語。アレルギーの原因物質 

163. アレンジメント arrangement 
アレインジメント 

1.配置，配列 2.編曲 

←arrange アレインジ 

1.配列する 2.編曲する 

164. アロケイション allocation 配分，割り当て 

←アロケイト allocate 

配分する，割り当てる 

165. アロマセラピー aromatherapy 
アロウマセラピー 

花や香草による健康療法 

←aroma 

芳香，香り 

therapy 

（薬や手術を伴わぬ）治療 

166. アーカイブ archive 1.古文書（コモンジョ） 2.公文書 

167. アーキテクチャー architecture 建築 

←アーキテクト architect 

建築家 

168. アーケード arcade 
アーケイド 

屋根を弓状に覆った商店街 

169. アースケーク earthquake 
アースクエイク 

地震 

←earth 

地球 

quake 

揺れる 
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 アースワーム earth worm 蚯蚓（ミミズ） 

worm－（足のない）虫 

170. アーチ arch 1.弓型の門 2.洋弓競技 

171. アーティザン artisan 職人，熟練工 

172. アーテイスト artist 1.芸術家 2.達人 

173. アート art 芸術 

→アーテイスト artist 

芸術家 

 アートデイレクター art director 芸術，演劇等の監督 

 アートフェスタ art festa 芸術の祭典 

festa－イタリア語の「祝い，祭り＝英語の festival」

                フェスティバル

174. アーネスト earnest 熱心な 

→アーネストネス earnestness 熱心さ 

175. アーバン urban 都会の 

→アーバニテイ urbanity 

都会らしさ 

：ルーラル rural 

田舎の 

ルーラルエリア rural area 

        ルーラル エアリア 

田園地帯 

176. アームチエア armchair ひじ掛け椅子 ←arm 

腕 

177. アーモンド almond 巴丹杏（ハダンキョウ） 

178. アール ブイ カー RV car ＝recreational vehicle car 

レクリエイショナル ビークル カー 

レクリエイション用の車 

vehicle－小型の自動車 

179. アンカー anchor 1.錨（イカリ） 2.マラソンの最終走者 

180. アンガー anger 怒り 

→アングリー angry 

怒ったような 

181. アンクル ／ankle 

＼uncle 

くるぶし 

オジサン 

182. アングル angle 1.角度 2.物の見方 

183. アングラ  underground の略。 

アンダーグラウンド 

地下 

 アングラマネー  underground money の略。 

アンダーグラウンドマニー 

和製語。不正の金 

184. アンケート enquete フランス語。一定様式による意見の調査 
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185. アンコール encore フランス語。音楽会での，客の声援に応じての追加

演奏 

186. アンサンブル ensemble フランス語 

1.小人数での合唱 

2.デザインや色柄等の「揃いの服装」 

187. アンスロポロジー anthropology 人類学 

←アンスロポ anthropo 

人間の，人類の 

188. アンソロジー anthology 詩文等の選集，詞華集（シカシュウ） 

189. アンタッチャブル untouchable 1.手で触れる事のできない 2.手の届かぬ 

←un（否定語の接頭辞） 

～ない 

touch タッチ 

触れる，接する 

190. アンダーグラウンド underground 1.地下 2.地下道 3.地下鉄 

 アンダーデベロップメント under development 低開発 

development－開発，発展 

 アンダーパス underpass 1.ガード下の 2.地下道 

 アンダーパー under par ゴルフで，パーよりも少ない打数 

パー－同等，基準打数 

 アンダーライター underwriter 保証人，引き受け人 

←underwrite アンダーライト 

補償を引き受ける 

 アンダーライン underline 下線 

191. アン チエインジング unchanging 変わらぬ 

un 

不 

change 

変わる 

 アンテイエイジング antiaging 年齢とは逆の 

anti 

反対の 

aging 

老化，高齢化 

192. アンテイテーゼ Antithese ドイツ語。対立的な主張 

These テーゼ 

ドイツ語。命題，見解 

＝thesis シーシス（単数） 

 theses シーシズ（複数） 

 アンテイドート antidote 
アンテイドウト 

解毒剤（ゲドクザイ），毒消し 

 アンテイノミー antinomy 二律背反，矛盾 

193. アンテイーク antique フランス語。骨董品（コットウヒン） 

 アンテイークショップ antique shop 骨董品屋 
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194. アンテナ antenna 1.空中線 2.触覚 3.事の重大さを見抜く才能 

 アンテナショップ antenna shop 商品の売れ行き等を調べる店 

195. アンドロイド android 人造人間 

＝ロボット robot 

196. アンニュイ ennui フランス語。倦怠感（ケンタイカン） 

197. アンパイア umpire 野球等の競技の審判（シンパン） 

198. アンバサダー ambassador 1.使節 2.駐在大使 

199. アンバランス unbalance 不釣り合い，不均衡 

200. アンビション ambition 野心 

→アンビシャス ambitious 

野心的な 

201. アンビュランス ambulance 救急車 

202. アンフェア unfair 非公正な 

←fair 

公正な 

203. アンプ  amplifier 

アンプリファイーの略。 

1.拡声器 2.拡大鏡 

←ample アンプル 

太った，十分な 

204. アンブレラ umbrella こうもり傘 

205. アンペア ampere 電流の単位 記号：A 

206. アンペラ ampela 葦の葉で編んだ筵（ムシロ） 

207. アンモナイト ammonite 軟体動物類に属する化石動物の総称 

208. アンモニア ammonia 窒素と水素との化合物 

209. アンラッキー unlucky 不運な 

：ラッキー lucky 

幸運な 

210. イアフォーン ear phone 
イア フォウン 

受話器 

イア－耳 

フォウン－受話器（telephone） 

         テレフォウン 

 イアリング ear ring 耳輪，耳飾り 

211. イオン  ／陽イオン positive ion ポジテイブ イオン 

＼陰イオン negative ion ネガテイブ イオン 
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212. イクオール equal 
イークオル 

等しい 

→equality 

イークオリテイ 同等 

→イークオライザー equalizer 

1.平等に分ける人達 2.電気の均圧器 

←イークオライズ equalize 

平等に分ける 

イークオライゼイション equalization 

均等化，均質化 

213. イクスクルージョン exclusion 1.除外，排除 2.退学 

←イクスクルード exclude 

排除する，除外する 

214. イクスペリエンス experience 
イクスピエリエンス 

経験，体験 

215. イクスペエリメント experiment 実験 

216. イクスペンス expense 経費，費用 

 イクスペンデイチュア expenditure 支出，経費 

217. イデオロギー ideologie ドイツ語。 

一九世紀初頭，フランスの哲学者トラシーが唱えた

観念論の考え 

＝英語のアイデオロジー ideology 

218. イナンデイション inundation 洪水，氾濫 

←イナンデイト inundate 氾濫する 

219. イニシアテイブ initiative 主導権 

220. イニシアル initial 1.初めの 2.頭文字（カシラモジ） 

221. イニシエイション initiation 1.入会 2.開始 

 イニシエイションセレモニ

ー 

initiation ceremony 開会式 

222. イノセンス innocence 1.無罪，潔白 2.無邪気 

 イノセント innocent 1.無罪の 2.無邪気な 

223. イノベイション innovation 技術革新 

－－イノベイター innovator 

革新者，刷新者 

－－イノベイト innovate 

革新する，刷新する 

224. イベント event 1.行事 2.催し 

225. イマジネイション imagination 想像 

←イマジン imagine 

想像する 

 イマジナテイブ imaginative 想像力に富んだ 

 イマジナリー imaginary 想像上の 
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226. イミグラント immigrant （永住目的の）移民，移住者 

←イミグレイト immigrate 

（外国可）移住する 

イミグレイション immigration 

移民，移住 

227. イミテイション imitation 模倣，物まね 

←イミテイト imitate 

模倣する，真似する 

228. イメージ image 
イミッジ 

印象（インショウ） 

→イメージアップ image-up 

         イミッジアップ 

和製語。人の印象を良くする事 

→イメージダウン image-down 

         イミッジダウン 

和製語。人の印象を悪くする事 

 イメチエン  image change の略。 

イミッジ チエインジ 

人の印象を変える事 

229. イラスト  illustration の略。 

イラストレイション 

1.挿絵（サシエ） 2.例証 

←illustrate 

イラストレイト 

1.挿絵を入れる 2.例証する 

 イラストレイター illustrator 挿絵画家 

230. イリテラシー illiteracy 無学（読み書き能力の無い事） 

：リテラシー literacy 

読み書き能力のある 

231. イリュージョン illusion 1.幻覚，幻想 2.思い違い 

：デイスイリュージョン disillusion 

人の迷いを覚まさせる 

デイスイリュージョンメント disillusionment 

覚醒 

232. イルミネーション illumination 
イルーミネイション 

照明 

←illuminate 

イルーミネイト 

明るく照らす 

233. イレギュラー irregular 不規則な 

：レギュラー regular 

規則的な 

234. イレジブル illegible 文字や印刷が読みにくい 

：レジブル legible 

文字や印刷が読み易い 
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235. インカム income 収入 

：アウトゴー outgo 

       アウトゴウ 

支出 

236. インクライン incline 1.傾く 2.傾向がある 

→インクリネイション inclination 

1.傾き 2.傾向 

237. インクレメント inclement 1.荒れ模様の 2.底冷えのする 

→インクレメント ウエザー inclement weather 

悪天候 

238. インサイド inside 内側 

：アウトサイド outside 

外側 

239. インシデント incident 事件，出来事（デキゴト） 

240. インシュアランス insurance 保険 

→ライフ インシュアランス life insurance 

生命保険 

241. インスタントコーヒー instant coffee 
インスタント コフィー 

即席のコーヒー 

242. インステインクト instinct 本能，衝動 

243. インターン intern 病院住み込みの医学研修生 

 インターンシップ internship 医学生の実務研修 

244. インダイト indict 起訴する，告発する ←字の綴りに注意 

 インダイトメント indictment 起訴，告発     ←字の綴りに注意 

245. インテイク intake 1.吸い込み 2.取り入れ 

246. インテグラル integral 完全無欠の 

→インテグリテイ integrity 

1.完全無欠 2.品行方正 

247. インテリ intelligentsiya 
インテリゲンチャ 

ロシア語 

元，帝政ロシヤ時代の知識層。 

今の知識人，知識階級 

 インテリジェンス intelligence 1.知性 2.情報機関 

 インテリジェント intelligent 知性のある 

248. インテリア interior 屋内 

：イクステリア exterior 

屋外 

249. インデイアン サマー Indian summer →（直訳）インドの夏 

1.小春日和 2.米国北部の晩秋の暖かい日 

250. インデイケイション indication 1.指示 2.指摘 

←indicate インデイケイト 

1.指示する 2.暗示する 

251. インデイゴー indigo 
インデイゴウ 

染料の藍（アイ） 
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 インデイゴブルー indigo blue 藍色 

252. インデイスペンサブル indispensable 欠かせぬ，必要不可欠の 

：デイスペンサブル dispensable 

無くても済む 

253. インデイビジュアル individual 個人的な 

→インデイビデュアリテイ individuality 

個性，人格 

→インデイビデュアリスト individualist 

個人主義者 

→インデイビデュアリズム individualism 

個人主義 

254. インデイペンデンス independence 独立，自主 

→インデイペンデント independent 

自主的な，独立の 

：デペンデント dependent 

依存している，従属的な 

255. インデックス index 見出し，索引 

 インデックス ラベル index label 
   レイブル 

見出しの紙 

label－張り札，ラベル 

256. イントロ  introduction（イントロダクション）の略 

1.紹介，披露 

2.本の話の序論 

257. インドア indoor 屋内 

：アウトドア outdoor 

屋外 

258. インドレンス indolence 不精（ブショウ），怠惰（タイダ） 

259. インパクト impact 衝撃，衝動 

260. インパルス impulse 衝動 

→インパルシブ impulsive 

衝撃的な 

261. インバウンド inbound 1.（船や飛行機が）本国向きの 

2.（バスケで）ボールをコートに戻す事 

：アウトバウンド outbound 

（船や飛行機が）外国向きの 

262. インビジブル invisible よく目に見えない 

：ビジブル visible 

よく目に見える 

263. インビンシブル invincible 無敵の 

→インビンシビリテイ invincibility 

無敵，不敗 



20 

264. インファリブル infallible 絶対に間違いの無い 

→インファリビリテイ infallibility 

絶対的確実性 

←in 

不，無 

／ファリブル fallible 

間違いのある 

265. インフォーマル informal 非公式の 

：フォーマル formal 

公式の 

266. インフォーメイション information 1.情報 2.知識 

←インフォーム inform 

1.人に知らせる 2.情報を伝える 

 インフォームド コンセン

ト 

informed consent 医師から説明を受けた後での治療や手術の承諾 

←consent 

承諾，同意 

267. インフラ  infrastructure（インフラストラクチャー）の略。 

電気，ガス，水道等の社会資本 

268. インフルエンザ influenza 流行性感冒 

269. インフレ  inflation（インフレイション）の略。 

通貨膨張，物価高 

：デフレ deflation（デフレイション）の略。 

通貨収縮，物価下落 

270. インフルエンス influence 影響 

→インフルエンシャル influential 

大きな影響のある 

271. インプット input 1.入力 2.労働力投入 

：アウトプット output 

1.出力 2.労働生産高 

272. インプラント implant 1.移植 2.人工歯の入れ込み 

273. インペイシャント impatient 我慢できない，辛抱できない 

←ペイシャント patient 

我慢強い，辛抱強い 

274. インペデイメント impediment 障害物 

←インピード impede 

妨害する，障害物になる 

275. インベストメント investment 投資 

←インベスト invest 

投資する 

276. インボイス invoice 1.納品書，送り状 2.売買契約書，請求書 

277. イーグル eagle 1.鷲（ワシ） 

2.ゴルフで，パーよりも２打数少ない打数 

パー（par）－基準打数 
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278. イーコマース E-commerce 電子商取引 

E－electronic（エレクトロニック）の略。 

電子 

279. イーゼル easel 
イーズル 

絵を描くとき，カンバス等を立て掛ける台。 

画架（ガカ） 

カンバス（canvas）－油絵の画布（ガフ） 

280. イートイン eat-in （米）台所が食堂兼用の場所 

281. イーブンナンバー even number 偶数 

：オッズナンバー odd number 

         オッド ナンバー 

奇数 

282. ウイッグ wig 鬘（カツラ） 

283. ウイスキー whisky 大麦等を発酵させて蒸留した洋酒 

 ウイスキーボンボン whisky bonbon 砂糖でウイスキーをくるめた一口大の菓子 

bonbon－フランス語。砂糖菓子 

284. ウイズダム wisdom 1.賢明さ 2.博識 

←wise ワイズ 

賢い 

285. ウイット wit 機知，頓知 

→ウイットネス witness 

目撃者，証人 

286. ウイルス virus ラテン語。病原体 

＝ドイツ語 ビールス virus 

287. ウイロウ willow 柳 

288. ウインウイン win win 双方とも勝ちの状態 

←win 

勝つ 

289. ウインカー winker 車の点滅式方向指示機 

290. ウインク wink 1.目配せ（メクバセ） 2.親しみの合図（アイズ）

291. ウインチ winch 重量物の昇降に使う巻き上げ機 

292. ウインドサーフィン windsurfing 
ウインドサーフィング 

帆を立てて，風によって海上を波乗りして走る競技

←surfing サーフィング 

波乗り 

←surf サーフ 

波 

293. ウインドウショッピング window-shopping show window（ショウ ウインドウ）を覗きながら買

い物気分を味わう事 

294. ウイーク ／weak 

 

＼week 

弱い 

→ウイークネス weakness 弱さ 

週 

 ウイークポイント weak point 弱点 

 ウイークエンド week end 週末 
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295. ウエースト waist 
ウエイスト 

腰 

 ウエーストライン waist line 
ウエイスト ライン 

腰回り 

296. ウエイト リフテイング weight lifting 重量挙げ 

weight－重量物 

lift－持ち上げる 

297. ウエートレス waitress 
ウエイトレス 

女性の接客係 

：ウエーター waiter（ウエイター） 

男性の接客係 

 

298. ウエザー weather 天候，天気 

 ウエザーフォーカスト weather forecast 天気予報 

 ウエザーサテライト weather satellite 気象衛星 

satellite－衛星 

cf  

artificial satellite（アーテイフィシャル サテライト）

人工衛星 

artificial－人工的な，人工の 

299. ウエッジ wedge 1.楔（クサビ） 2.ゴルフのアイアンクラブ 

cf. サンドウエッジ sand wedge 

バンカー用のゴルフクラブ 

バンカー（bunker）－ゴルフコースの砂や窪地の障

害物 

←ゴルフクラブ golf club 

300. ウエットスーツ wet suit ダイバー用の防水服 

ダイバー（diver）－潜水夫 

301. ウエッディング wedding 結婚 

 ウエッディング ドレス wedding dress 花嫁用の婚礼衣装 

302. ウエブサイト website インターネットのホームページ 

internet          home   page 

        ホウム ペイジ 

303. ウエルネス wellness 心身共に健全な状態 

304. ウエルフェア welfare 1.幸福 2.福利 

305. ウオッシングマシーン washing machine 洗濯機 

←wash ウオッシュ 

洗う 

306. ウオーキング walking 歩行，散歩 

 ウオーキングコース walking course 和製語。歩行用道路 

 ウオーキングペーパーズ walking papers 
ウオーキング ペイパーズ

（米略式）解雇通知 

 ウオークアウト walk out 1.ストライキ 2.抗議のための退場 

 ウオークマン Walkman （米）商標。携帯用音楽プレイヤー 
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 ウオータープルーフ water proof water－水に proof－耐久，抵抗  ＝防水服 

＝raincoat レインコート 

307. ウオーフェア warfare 戦争状態 

←fare フェア 

物事の成り行き 

308. ウオーミングアップ warming up 本格的な運動の前の準備体操 

←体を暖める運動 

309. ウオリアー warrior 軍人 

←war 

戦争 

310. ウオンテイッド wanted 1.求人 2.指名手配 

311. ウクレレ ukulele ハワイアン（Hawaiian）音楽の４弦楽器 

312. ウスターソース Worcestershire sause
ウスターシャー ソース 

米国中部ウスター州原産のソース。日本の通常のソ

ースに当たる 

313. ウラン Uran ドイツ語の Uranus（ウラヌス）天三星 

＝日本の uranium（ウラニューム）放射性金属元素

314. ウルトラ ultra 「超」の意味。 ウルトラＡ など 

 ウルトラバイオレット ultraviolet 紫外線の 

 ウルトラバイオレット レ

イズ 

ultraviolet rays 紫外線 

rays－放射線，熱線 

315. ウルフ wolf 狼（オオカミ） 

316. ウレタン Urethan ドイツ語。殺虫剤や断熱剤に使う樹脂 

＝英語 urethane 

cf ポリウレタン polyurethane 

poly－多くの 

317. エアガン air gun 空気銃 

 エアクッション air cushion 空気枕 

cushion－衝撃を和らげる物 

 エアクラフト aircraft 航空機 

 エアクラフトキャリアー aircraft carrier 運ぶ物 

→carry キャリー 

運ぶ 

 エアコン  air conditioner（エア コンデイショナー）の略。 

家庭用空気調整機 

 エアターミナル air terminal 空港から遠く離れた市内の空港連絡用のバス停留所

←terminal 

（鉄道，バス，飛行機等の）終点 

 エアバッグ airbag 空気袋 

 エアポケット air pocket 
エア ポッキット 

飛行機が，下降気流等で急降下する所 

 エアライン air line 定期航空路 
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 エアレター air letter 航空便 

←letter 

手紙 

＝エアログラム aerogram 

318. エアロビ  aerobics（エアロビックス）の略。 

ジョギング，水泳，ダンス等の有酸素運動 

ジョギング（jogging）－ゆっくり走る行為，緩走（カ

ンソウ） 

319. エイエム a.m. ante meridiem アンテイ メリデイエム 

午前 

←ante（前の）meridiem 

＝before noon ビフォアヌーン 

：ピーエム p.m. 

post meridiem ポウスト メリデイエム 

午後 

＝afternoon アフターヌーン 

320. エイジェンシー agency 代理店，取り次ぎ店 

←agent エイジェント 

321. エイジング ケア aging care aging－老化，高齢化 

care－注意，介護，世話 

＝高齢者介護 

322. エイズ AIDS 後天性免疫不全症候群 

＝A
．
cquired I

．
mmunod

．
eficiency S

．
yndrome 

アクアイアード イミュノデフィシエンシー シンド

ローム 

Acquired－後天的な 

Immunodeficiency－（医学）免疫不全の 

Syndrome－症候群 

323. エイプリル フール April fool ４月馬鹿（４月１日） 

324. エイブル able 可能な 

→ability アビリテイ 

可能性 

：アネイブル unable 

不可能な 

→inability イナビリテイ 

不可能 

325. エイリアン alien 元，「外国人」の意味。今，「宇宙人，異星人」 

 エアリアネイション alienation 疎外 

←エイリアネイト alienate 

疎外する 

326. エキシビション exhibition 
エクシビション 

1.展示 2.展覧会 

←exhibit エクシビット 

展示する，陳列する 

327. エキス  extract（エクストラクト）の略。 

オランダ語。「抽出物」の意味 

転じて，1.薬物等の有効成分 2.事の本質 
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328. エキストラ  extra（エクストラ）の略。 

ラテン語の「特別」の意味 

転じて，1.割増料金 2.特別号外 3.映画や演劇等の

臨時雇い 

329. エキスパート expert 
エクスパート 

玄人（クロウト），専門家 

330. エクスポ  exposition（エキクポジッション）の略。 

国際見本市 

＝exhibition（前掲 326） 

331. エキゾテイック exotic 
エクゾテイック 

異国情緒のある 

 エキゾテイシズム exoticism 
エクゾテイシズム 

異国情緒 

332. エクイテイ equity 公正さ 

←equal イークオル 

公平な 

333. エクイノックス equinox 昼夜平分時（昼夜の分かれる時間） 

←equal 

平等な 

cf 春分 spring equinox ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｴｸｲﾉｯｸｽ 

 秋分 autumnal equinox ｵｰﾀﾑﾅﾙ ｴｸｲﾉｯｸｽ 

334. エクザイル exile 1.国外追放 2.亡命 

335. エクササイズ exercise 1.練習 2.体操 

336. エクスカーション excursion 1.遠足 2.小旅行 

337. エクスタシー ecstasy 無我夢中，有頂天（ウチョウテン），恍惚状態 

338. エクステリア exterior 外側 

：インテリア interior 

内側 

339. エクステンション extension 延長，拡張 

←extend エクステンド 

延長する，延ばす 

340. エクスプレス express 1.表現する 2.急行列車，急行バス 

341. エクスプロージョン explosion 
エクスプロウジョン 

1.爆発 2.激増 

←explode エクスプロド 

1.爆発する 2.激増する 

342. エクスペリエンス experience 
イクスピエリエンス 

経験 

343. エクスペリメント experiment 実験 

344. エクセル excel 優れている 

 エクセレンス excellence 優秀さ 

 エクセレント excellent 優秀な，優れた 

345. エキュゼキュテイブ executive 1.重役 2.執行者（シッコウシャ） 
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346. エクゼンプション exemption （支払い義務等の）免除 

←エクゼンプト exempt 

免除する 

347. エクソシスト exorcist 悪魔払いの祈祷師（キトウシ） 

348. エクレア eclair フランス語。表面にチョコ等を塗ったシュークリー

ム 

349. エコ  ecology（エコロジー）の略。 

1.生態学 2.環境や自然重視の運動 

 エコカー ecology car 
エコロジー カー 

環境，生態系重視の車 

 エコグッズ ecology goods 
エコロジー グッズ 

和製語。生態系重視の商品 

 エコシステム ecology system 
エコロジー システム 

生態系の制度 

 エコロジカル ecological 生態学の 

 エコロジスト ecologist 生態系学者 

350. エコノミー economy 経済 

 エコノミスト economist 経済学者 

 エコノミック アニマル economic animal 経済の動物 

「経済的な利益だけを重視する人達」を皮肉った表

現 

351. エコー echo 
エコウ 

木霊（コダマ），反響 

352. エゴ ego 
エゴウ 

1.自負心 2.自惚れ（ウヌボレ） 

 エゴイスト egoist 利己主義者 

 エゴイズム egoism 利己主義 

353. エシカル ethical 倫理道徳上の 

 エシックス ethics 倫理道徳 

354. エスカレーター escalator 
エスカレイター 

動く歩道 

←エスカレイト escalate 

徐々に動く 

355. エスコート escort 1.付き添い 2.（女性に）同伴する男性 

356. エステ  ドイツ語の Asthetik エステテイック 

英語の esthetique エステテイーク 

共に美容目的の全身美容術 

 エステテイーク サロン esthetique salon 全身美容術の施設 

 エステテイシャン esthetician フランス語。全身美容術 

357. エスニック ethnic 民族的な 

→（米）少数民族 

358. エスプリ esprit フランス語。1.精神 2.才能，機知 
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359. エッセンシャル essential 1.本質的な 2.必要不可欠の 

－－エッセンス essence 

1.本質 2.（香水等から抽出した）香水 

360. エタノール  ドイツ語の Athanol 

フランス語の ethanol 

共に，エチルアルコールの事 

→エチルアルコール ethyl alcohol 

          エテイール アルカホル 

通称：アルコール 

361. エターナル eternal 永遠の 

→エターニテイ eternity 

永遠 

362. エチケット etiquette 
エテイケット 

礼儀作法 

363. エッセイ essay 随筆 

 エッセイスト essayist 随筆家 

364. エッセンス essence 1.本質 2.植物から抽出した液体 

365. エデイター editor 編集者 

←エデイット edit 

編集する 

 エデイトリアル editorial 新聞，雑誌等の社説，論説 

366. エデイフィス edifice 宮殿や寺院等の大きな建物 

367. エトセトラ et cetra ラテン語。「などなど」の意。略号：etc. 

368. エトランゼ etranger フランス語。見知らぬ人，外国人 

＝英語の stranger 

    ストレインジャー 

369. エトワール etoile フランス語の「星」。転じて，花形女優，スター 

370. エネルギー Energie ドイツ語 

英語の energy（エナジー） 

1.活動の量 

2.物理的な仕事の量（運動エネルギー，位置エネル

ギー等） 

 エネルギッシュ Energisch ドイツ語。「精力的な」 

371. エバキュエイション evacuation 1.避難 2.疎開 

←エバキュエイト evacuate 

1.避難する 2.立ち退く 

 エバキュエイション シエ

ルター 

evacuation shelter 避難所，疎開場所 

shelter－避難所 

372. エピグラフ epigraph 記念碑等の碑文（ヒブン） 

373. エピソード episode 
エピソウド 

1.物語中の挿話（ソウワ） 

2.人生の顕著な出来事 

374. エピタフ epitaph 墓碑名（墓碑に刻んだ個人の経歴等） 

375. エピック epic 1.叙事詩 2.長編の「英雄の物語」 



28 

376. エピデミック epidemic 広範に広がる伝染病や犯罪等 

377. エピローグ epilogue 
エピロウグ 

1.物語り作品の終末 2.劇の「収め口上」 

：プロローグ prologue 

1.物語り作品の序幕 2.劇の序幕 

378. エビデンス evidence 証拠 

 エビデント evident 証拠のある，明らかな 

379. エフィカシー efficacy （薬などの）効能，効き目 

←エフェクト effect 

効能，効き目 

380. エフェクチュエイション effectuation 成功 

←エフェクチュエイト effectuate 

うまく成功する 

381. エプロン apron 
エイプロン 

1.前掛け 2.航空機の駐留所 

 エプロンステージ apron stage 
エイプロン ステイジ 

劇場内の弓状に張り出した所 

382. エポックメイキング epoch making ＝画期的な 

epoch－新時代 

383. エボルーション evolution 進化 

 エボルーショナリズム evolutionalism 進化論 

384. エマジェンシー emergency 
エマージェンシー 

緊急事態 

 エマジェンシーシエルター emergency shelter 
エマージェンシー シエル

ター 

緊急避難所 

shelter－避難所，隠れ場 

385. エミュレーション emulation 
エミュレイション 

1.物まね 2.張り合い 

←エミュレイト emulate 

1.真似る 2.張り合う 

386. エメラルド emerald （宝石の）緑石 

 エメラルドグリーン emerald green 明るい緑色 

387. エモーション emotion 
エモウション 

感動 

 エモーショナル emotional 
エモウショナル 

感動的な 

388. エラプション eruption 爆発，噴火 

←エラプト erupt 

爆発する，噴火する 

389. エリア area 
エアリア 

地域，地区 

 エリアマップ area map 
エアリア マップ 

地区別地図 

390. エリート elite フランス語，選ばれた指導的人物 

391. エルニーニョ現象 el Nino 元，「幼児イエス」の事 

転じて，ペルー沖の海水温が急激に上がる現象 
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392. エレガンス elegance 優雅 

 エレガント elegant 優雅な 

393. エレキギター  electric guitar（エレクトリックギター）の略。 

電気ギター 

394. エレファント elephant 象 

395. エレベーター elevator 
エレベイター 

昇降機，リフト（lift） 

←エレベイト elevate 

持ち上げる 

396. エログロ  erotic grotesque（エロテイック グロテスク）の略。

官能的で怪奇な 

397. エンカウンター encounter 出会う，遭遇する 

398. エンゲル係数 Engel's coefficient 
エンゲルズ コエフィッシ

エント 

coefficient－率，係数 

399. エンゲイジリング  engagement ring（エンゲイジメント リング）の略。

婚約指輪 

400. エンジェル angel 
エインジェル 

天使，天使のような人 

 エンジェルフィッシュ angelfish 
エインジェルフィッシュ 

観賞用熱帯魚 

南アフリカ原産の熱帯魚 

401. エンジニア engineer 
エンジニーアー 

土木，機械等の技術者 

←engine エンジン 

 エンジニアリング engineering 工業技術 

402. エンタイアー entire 全部の 

：パーシャル partial 

一部の 

 エンタイアテイ entirety 全部 

：パーシャリテイ partiality 

一部，部分 

403. エンタープライズ enterprise 1.企画 2.企業 

404. エンタメ  entertainment（エンターテイメント）の略。 

1.おもてなし 2.演芸，余興 

405. エンデイングノート ending note 
エンデイング ノウト 

和製語。人生の終末期に書き残す記録 

406. エンデミック endemic ある地方特有の病気 

cf エピデミック epidemic 

  伝染病 

  パンデミック pandemic 

  世界的に広がる疫病 

407. エントランス entrance 入り口 

←エンター enter 

入る 

 エントリー entry 1.入会，入学 2.（米）入り口，玄関 
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408. エントリート entreat 懇願する 

 エントリーテイ entreaty 懇願，嘆願（タンガン） 

409. エンドレス endless 終わりの無い 

410. エンドースメント endorsement 1.裏書（ウラガキ） 2.推薦（スイセン）の言葉 

←エンドース endorse 

1.裏書きする 2.推薦する 

411. エンパイア empire 帝国 

412. エンバイアロンメント environment 環境 

＝surroundings サラウンデイングズ 

周囲の状況 

413. エンバラスメント embarrassment 迷惑 

←エンバラス embarrass 

困らせる 

←エンバラッシング embarrassing 

人を困らせる，迷惑な 

414. エンビイ envy 1.嫉妬 2.嫉妬する，妬む（ネタム） 

415. エンビシッジ envisage （将来の事を）予想する 

416. エンブレム emblem 紋章，記章 

417. エンペラー emperor 皇帝 

：エンプレス empress 

皇后 

418. エンリッチメント enrichment 豊かにするもの 

←エンリッチ enrich 

豊かにする 

←rich リッチ 

豊かな 

419. エージェンシー agency 
エイジェンシイ 

1.代理店 2.（米）（政府等の）局 

 エージェント agent 
エイジェント 

代理店，特約店 

420. エース ace 
エイス 

1.サイコロの目 2.テニスの絶好の球 

3.ゴルフのホールインワン 

hole in one－第一打でボールがホールに入る事 

421. エール ale 
エイル 

飲み物 

422. エル yell 1.大きな声 2.声援 

423. オアシス oasis 
オウエイシス 

1.砂漠の中の緑地 2.くつろぎの場 

424. オイスター oyster 牡蠣（カキ） 

425. オイルヒーター oil heater 和製語。暖房器具のストーブ（stove） 

 オイルマネー oil money 
オイル マニイ 

産油国が保有する金 

 オイルダラー oil dollar 産油国が保有するドル資金 
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426. オカルト occult 超自然，神秘な様 

427. オクターブ octave フランス語，音声の調子，第８音 

428. オクトパス octopus 蛸（タコ） 

429. オシロスコープ oscilloscope 
オッシロスコウプ 

陰極線を利用して，電気量を観察する装置（波形観

測装置） 

430. オストリッチ ostrich 駱駝（ラクダ） 

431. オセロゲーム Othello game 
オセロ ゲイム 

和製語 

二人が表裏白黒の駒を盤上に置き，自分の駒で相手

の駒を挟んで裏返しにするゲーム 

432. オゾン ozone 
オウゾウン 

新鮮で爽やかな空気 

 オゾンホール ozone hole 
オウゾウン ホウル 

南極大陸のオゾンの多い所 

433. オネスト honest 正直な 

→オネステイ honesty 

正直さ 

注：h は発音しない 

434. オノマトペ onomatopoeia 
オノマトピーア 

擬声語，擬音語 

435. オパール opal 
オウパル 

蛋白石（タンパクセキ） 

436. オピニオン opinion 意見 

 オピニオンリーダー opinion leader 世論形成の指導者 

437. オフィスビル  office building の略。 

オウフィス ビルデイング 

（米）事務所兼用の大型ビル 

438. オフェンス offence 攻撃 

：デフェンス defence 

防御 

 オエェンド offend 攻撃する 

：デフェンド defend 

防御する 

439. オフシーズン off-season 和製語。季節外れ 

440. オフセット印刷 offset printing 
オフセット プリンテイン

グ 

原版のインクを一度ゴム判にに転写し，その後で紙

に印刷する方法 

441. オフリミット off-limit 立ち入り禁止 

：オンリミット on-limit 

立ち入り自由 
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442. オフレコ  off-the-record の略 

オウフ ザ レコード 

記録や報道をしない事を条件に，報道陣に話す事←

記録に残さない 

：オンレコ on-the-record オン ザ レコード 

記録や報道は自由で，報道陣に話す事 

443. オプション option 1.選択の自由 2.選択権 

444. オプテイカル optical 1.視力を助ける 2.光学上の 

 オプテイカルグラス optical glass 光学ガラス 

445. オプテイミスト optimist 楽観主義者：ペシミスト pessimist 悲観主義者 

 オプテイミズム optimism 楽観主義：ペシミズム pessimism 悲観主義 

446. オブザーバー observer 1.観察者 2.評論家 

←オブザーブ observe 

1.観察する 2.論評する 

 オブザーバトリー observatory 1.観測所 2.気象台 

447. オブジェ objet フランス語の「物体」。転じて，生け花，陶芸等の作

品 

448. オブラート Oblate ドイツ語。飲みにくい薬等を飲むに適した薄い膜 

449. オブリビオン oblivion 1.忘却 2.無意識，人事不省 

450. オペ  operation（オペレイション）の略。 

1.手術 2.機械の操作 

←オペレイト operate 

1.手術する 2.作用する 

451. オペラ opera 歌劇 

 オペラハウス opera house 歌劇場 

452. オベイション ovation 
オウベイション 

大喝采 

→スタンデイング オベイション standing ovation 

満場，立ち上がっての大喝采 

453. オポチュニテイ opportunity 機会 

 オポチュニズム opportunism 日和見主義（ヒヨリミシュギ） 

 オポチュニスト opportunist 日和見主義者 

454. オマージュ hommage フランス語。敬意，尊敬の念 

455. オミナス ominous 不吉な，予感のある 

←omen オウメン 

予感，前兆 

456. オムニバス omnibus 元，オランダ語の「万人向きの」の意味 

転じて，今は 1.乗合バス 2.映画等で，幾つかの

独立した短編を一つに纏めたもの 

457. オムライス  omelet（オムレツ）と rice（ライス）との合成語 
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458. オメガ omega ギリシャ語の最終の字母 Ω・ω 

：アルファ alpha 

ギリシャ語の最初の字母 Α・＠ 

459. オリエンタル Oriental 東洋の 

←オリエント Orient 

東洋 

460. オリエンテイション orientation 1.新思想や新環境に対する適応 

2.進路指導，方向づけ 

461. オリオン Orion 俗称：「三ッ星」。２月上旬に南中する 

462. オリジン origin 起源，始まり 

463. オリンピック Olympic ４年毎に開催される世界的スポーツ大会 

464. オルガン organ ポルトガル語。鍵盤楽器（風琴フーキン） 

465. オルグ  organizer（オーガナイザー）の略。 

大衆の中で，組合等への加入を薦める人 

466. オルゴール orgel オランダ語。乳幼児の玩具になる自鳴琴 

467. オーガニック ガーデニン

グ 

organic gardening organic－有機的な 

gardening－園芸 

＝有機園芸 

468. オークション auction 競売（ケイバイ），競り売り（セリウリ） 

469. オーケストラ orchestra 管弦楽。元，古代ギリシャの合唱隊 

 オーケストレーシレョン orchestration 
オーケストレイション 

1.組織編成 2.管弦楽の組曲（クミキョク） 

470. オーシャン ocean 太洋，大海 

 オーシャン ライナー ocean liner 遠洋定期航路船 

liner－定期便，定期船 

471. オーストリッチ ostrich 駝鳥（ダチョウ） 

472. オーソドックス orthodox 伝統的で正統な様 

473. オータム autumn 秋 

＝fall フォール ←木の葉がよく落ちるから 

474. オーダーメード order-made 
オーダー メイド 

和製語。注文服 

：レデイメード ready made 

        レデイ メイド 

既製品，既製服 

475. オーチャード orchard 果樹園（柑橘類以外の） 

→柑橘類の場合の果樹園は－－grove 

              グロウブ 

→ブドウ園の場合は－－vineyard 

           ビニャード 

476. オーディオ audio 

オーデイオウ 

1.音の 2.録音，再生装置 

477. オーデイション audition 1.聞き取り 

2.（聞き取りによる）歌手や俳優等の審査会 
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478. オートクラシー autocracy 独裁政治 

 オートクラット autocrat 独裁者 

 オートバイ  auto bicycle の略。 

オート バイシクル 

和製語。自動二輪車 

 オートフォーカス auto focus レンズの自動焦点合わせ 

auto－自動の 

focus－フォウカス 焦点 

 オートロック auto lock 和製語。ドアの自動施錠（ジドウセジョウ） 

479. オード ode 
オウド 

1.古代ギリシャの合唱用の唄 

2.叙情詩（ジョジョウシ） 

480. オードブル hors d' obre フランス語。西洋料理で始めに出る料理 

481. オーナーシエフ owner chef 和製語。レストランの経営者兼料理人 

owner－所有者 

chef－英語の chief（チーフ） 

      頭（カシラ），長（チョウ） 

482. オーバル oval 
オウバル 

1.楕円形 2.豪州の楕円形競技場 

483. オーバーハード overheard 
オウバーハード 

ふと耳にする，盗み聞きする 

 オーバーホール overhaul 
オウバーホール 

分解点検，精密検査 

 オーバーワーク overwork 
オウバーワーク 

1.過労 2.超勤 

484. オーフハンド offhand ぶっきらぼうな，ぞんざいな 

 オーフハンド リプライ offhand reply reply－返事，答え 

＝ぞんざいな返事 

485. オープンカー open car 
オウプン カー 

屋根なし，ホロを折り畳む車 

486. オーブントースター oven toaster 
アブン トースター 

oven－天火（テンピ），カマド 

toaster－パン焼き機 

＝オーブンの機能を持ったパン焼き機 

487. オーメン omen 

オウメン 

前兆，虫の知らせ 

→オーミナス ominous 

       オウミナス 

1.前兆の 2.不吉な，縁起の悪い 

488. オーラ aura 独特のふん囲気，霊気（レイキ） 

489. オーライ  all right（オール ライト）の略。よろしい，ＯＫ 

490. オーラル oral 口頭による，聞き伝えの 

→（米）口頭試験 

 オーラル ヒストリー oral history 聞き伝えによる歴史＝伝承による歴史 

491. オーロラ aurola ラテン語。ローマ神話の「夜明けの神様」。極光 
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492. オンゴーイング ongoing 
オンゴウイング 

継続中の，進行中の 

 オンゴーイング デベイト ongoing debate debate－討議，討論 

＝継続中の論争，論議 

493. オンパレード on parade 
オン パレイド 

parade－行列，行進 

＝勢揃いの大行進 

494. オンブズマン ombudsman スエーデン語。議会や市民等から選ばれて，役所の

行動等を審査し苦情等を処理する人 

＝（米）オンブズパースン ombudsperson 

 



36 

【カ行の部】 

495. カイロプラクティック chiropractic 脊椎指圧調整療法 

手の技によって，脊椎の歪みを直す療法 

496. カウチ couch 背中の部分が低く，片方に寄りかかれる寝椅子（ネ

イス） 

497. カウンセラー counselor 1.生活相談員 2.臨床心理師 

 カウンセリング counselling 身の上相談 

←カウンセル counsel 

助言する，忠告する 

498. カウンター counter 1.店の勘定台 2.（米）台所の調理台 

499. カウンターパンチ counter punch ボクシングで，相手のパンチを外しての反撃，カウ

ンターブロウ（counter blow） 

 カウンターパート counterpart 賃貸借契約の副本 

500. カウントダウン countdown ロケット（rocket）打ち上げ前の「秒読み」 

←count 

数える，勘定する 

501. カオス chaos 
ケイオス 

ギリシャ語。無秩序，大混乱 

→ケイオテイック chaotic 無秩序の 

502. カクタス cactus 仙人掌（サボテン） 

503. カクテル cocktail 

コックテイル 

米国から始まったウイスキー等の混合酒 

ウイスキー－whiskey 

 カクテルパーティー cocktail party （米）カクテル中心の立食食事 

 カクテル ラウンジ cocktail lounge （米）ホテルや空港等のバーを兼ねた談話室 

lounge－談話室，待ち合い室 

504. カコフォニー cacophony 不協和音＝dissonance デイソナンス 

：ユーフォニー euphony 

協和音＝consonance コンソナンス 

505. カサブランカ Casablanca スペイン語の「白い家」の事 

アフリカ北西部の重要港湾都市 

506. カシオペア Kassiopeia ギリシャ神話の「美女の后（キサキ）」 

Cassiopia ラテン語の「星座」 

北天の星座（北極星を見つける目印になる） 

507. カシミヤ cashmere 
キャッシュミア 

インド北西部 Kashmir 地方原産の毛織物 

      カシミール 

508. カジノ casino イタリア語の「小住宅」。転じて，公営賭博場 

509. カジュアル casual 1.偶然の 2.一時的な 3.普段の 

 カジュアル ウェア casual wear 和製語。普段着（フダンギ） 

 カジュアル ウォーター casual water ゴルフコース等で，雨のため一時的に出来た水たま

り 
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510. カスタネット ／英語 

  castanets 

＼スペイン語 

  castaneta 

スペイン系の打楽器（スペイン舞踊の伴奏に用いる

楽器） 

511. カスタマー customer 顧客，常連 

←カスタマイズ customize 

顧客の注文に応じる 

512. カステラ Castella 
カステイーラ 

室町末期，ポルトガル人が長崎に持ち込んだ小麦粉

を加工した菓子 

513. カサバ qasaba 
カズバ 

アラビア語。北アフリカ等にある「城塞都市」 

→アルジェ（Alger）等 

Alger－アルジェリア民主人民共和国の首都 

514. カセットテープレコーダー cassette tape recorder
カセット テイプ レコー

ダー 

カセットテープを利用した録音，再生装置 

 カセットデッキ cassette deck 
カセット デック 

磁気テープを収めた小型の録音装置 

 カセットボンベ cassette bombe 和製語。小型の鉄製容器 

bombe－鉄製の円筒形容器 

515. カセドラル cathedral キリスト教の大聖堂 

516. カタストロフィー catastrophe 1.大災害 2.悲劇的結末 

3.戯曲や小説等の 終場面 

517. カタパルト catapult 元，「石の弓」 

転じて，軍艦等の甲板から，飛行機等を発射する装

置 

518. キャタピラー caterpillar 
カタピラー 

元，毛虫の事 

転じて，農業用機械の無限軌道 

519. カタルシス Katharsis ギリシャ語の「排泄，浄化」の事 

転じて，精神的外傷を直す事 

520. カタログ ／英語 catalogue 

＼米国 catalog 

共に，商品目録 

521. カッターナイフ cutter knife 和製語。切断用小刀（コガタナ） 

522. カットバック cutback 削減，縮小 

523. カップヌードル cup noodle 和製語。カップ入りの麺類（メンルイ） 

＝（米）パスタ pasta 

524. カップル couple 男女二人の組合わせ。ペア（pair） 

525. カツレツ cutlet 通称：「カツ」。豚肉にパン粉をまぶした料理 

「トンカツ」 

cf ビーフカツ beef cutlet 

ビーフカツレツの略 

526. カテゴリー Kategorie ドイツ語。範囲，範疇（ハンチュー） 

527. カテーテル Katheter オランダ語。 

（医学）人体内に薬液等を注入する医療用器具 
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528. カナリヤ canaria 
カナリア 

スペイン語。金糸雀 

529. カヌー canoe 櫂（カイ）で漕ぐ小船（コブネ）。丸木舟 

530. カップボード cupboard 
カバード 

食器だな＝（米）closet 

        クロウゼット 

cupboard－発音及び綴り字に注意 

531. カフェ cafe フランス語。軽食堂，喫茶店 

532. カフェイン Kaffein ドイツ語。茶やコーヒー等に含まれる興奮剤 

533. カフェテリア cafeteria （米）セルフサービスの軽食堂 

セルフサービス－self-service 

534. カフスボタン cuffs-button 
カフス バトウン 

袖口を留める飾りボタン 

cuffs－袖口（ソデグチ） 

535. カプセル Kapsel ドイツ語。薬等を飲むときの容器 

転じて，宇宙ロケットの気密性の高い乗り物 

536. カブレポーター cub reporter cub－狐，虎，熊等の動物の子供 

→新米の新聞，テレビ等の記者 

537. カミングアウト coming-out 社交界へのデビュー 

デビュー－debut 

フランス語。初登場，初舞台 

538. カムバック come-back 1.復帰，返り咲き 2.しっぺ返し 

539. カムフォート comfort 
カムフォート 

快適さ 

→カムファタブル comfortable 

快適な 

540. カメラマン camera man 和製語 

1.映画やテレビ等の撮影技師 2.新聞社等の報道陣

541. カメレオン chameleon アフリカ，インド等に棲息する爬虫類 

542. カモフラージュ camouflage フランス語 

1.敵の目を欺く偽装 

2.正体を悟られぬよう，外見を装う事 

543. カヤック Kayak 1.イヌイットの革張りのカヌー 

2.それと良く似た小型のスポーツ用の小船 

イヌイット－Inuit 

極北に住む先住民族の総称 

カヌー－canoe 

小型の手漕ぎ舟 

544. カラオケ Karaoke 和製語。「空のオーケストラ」をもじった語 

545. カラット karaat オランダ語。金の純度を示す語。 

記号：ct. car. 

546. カラー ／collar 

＼color 

洋服の襟（エリ） 

色 

CF ハイカラー high collar 

西洋風を気取った服装←高い襟 
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547. カリカチュア caricature 
カリカチャー 

漫画，戯画 

548. カリキュラム curriculum 卒業や免許取得上，必要な履修課程 

549. カリグラフィー calligraphy 書道 

550. カリスマ charisma ギリシャ語。1.神様の贈り物 2.超能力 

551. カレッジ ／college 

＼courage 
カリッジ 

（米）単科大学 

勇気，度胸 

552. カリナリー スキル culinary skill 料理の腕前，調理技術 

culinary－料理の 

skill－技能，技術 

553. カリフラワー cauliflower キャベツの一品種 

キャベツ－cabbage キャビッジ 

554. カルシューム calcium オランダ語。アルカリ二類元素。記号 Ca 

555. カルスト台地 Karst plateau 
カルスト プラトウ 

石灰岩の台地。 

山口県秋吉台が有名 

556. カルタ carta ポルトガル語。遊びに使う小さな札（フダ） 

557. カルチャーショック culture shock culture－文化 

shock－衝撃 

異文化に接したときの精神的な衝撃 

558. カルティベーター cultivator 
カルテイベイター 

1.耕作者 2.耕運機 

←カルテイベイト cultivate 

耕す，耕作する 

559. カルテ Karte カルテ 診療簿 

560. カルテル Kartell 
カルテル 

ドイツ語。企業連合。現在は独禁法により禁止 

561. カルデラ caldera スペイン語。「大きな釜」の事 

転じて，火山の中心にある円形の陥没部分 

562. カルト cult 1.崇拝 2.狂信的集団（カルト集団） 

563. カルメラ焼き cvaramelo ポルトガル語 

氷砂糖に卵を加えて焼いた軽石状の菓子（軽目焼き）

564. カレイドスコープ Kaleidoscope 万華鏡（マンゲキョウ） 

565. カレンダー calendar 暦（コヨミ） 

566. カレント current 1.現在の 2.潮流 

567. カレーライス curry and rice 
カリー アンド ライス 

又は curried rice 
カリード ライス 

cf ライスカレー rice curry 

 カレーライス curry rice 

 共に，和製語 

568. カロリー calorie 熱量の単位 記号：cal 

569. カーチェイス car chase 車で，他の車を追い越す競技 

chase－追い掛ける，追跡する，追跡 

570. カーテン curtain 1.窓掛け 2.劇場の舞台の正面の幕 



40 

 カーテンコール curtain call 劇場や音楽会で拍手喝采，一度退場した出演者を再

度呼び出す事 

call－呼びかける 

 カーテンレール curtain rail 
カーテン レイル 

カーテンを吊るして開閉させるレール 

571. カーデガン cardigan 毛糸編みの，ボタン留め上着（ウワギ） 

572. カート cart 荷物運搬用の手押し車 

cf ショッピングカート shopping cart 

買い物用手押し車（テオシグルマ） 

573. カトゥーン cartoon 
カートウーン 

新聞，雑誌等の一齣時事風刺漫画（ヒトコマジジフ

ウシマンガ） 

574. カートリッジ cartridge 1.はめ込み式の交換部品 

2.万年筆等にはめ込むインクの容器 

575. カードローン card loan 和製語 

キャッシュカードやクレジットカードを利用しての

金借り 

キャッシュカード－cash card 

クレジットカード－credit card 

576. カーナビ  car navigation system（カー ナビゲイション システ

ム）の略。 

人工衛星から電波を受けて，車の位置や経路等を知

る装置 

←navigation 

（航空，航海，飛行機等の）誘導 

←navigate ナビゲイト 

1.操縦する 2.誘導する 

577. カーニバル carnival 謝肉祭。転じて，お祭り騒ぎ 

578. カーネーション carnation 
カーネイション 

ナデシコ科の観賞用植物 

579. カープ carp 鯉（コイ） 

580. カーブ curve 曲線 

 カーブミラー curve mirror 和製語。道路の見通しを良くする鏡 

mirror－鏡 

581. カーペット carpet 絨毯（ジュータン） 

582. カーペンター carpenter 大工（ダイク） 

583. カーポート car port 車の港＝（米）屋根だけの簡易車庫 

584. カーボン carbon 炭素やカーボンペーパーの略 

 カーボンコピー carbon copy 1.カーボン紙によるコピー 

2.電子メールで，メールを同時発信する仕組み 

 カーボンファイバー carbon fiber 炭素繊維（タンソセンイ） 

 カーボンペーパー carbon paper 
カーボン ペイパー 

カーボン紙 
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585. カーラジオ car radio 
カー レイデイオウ 

和製語。車に搭載したラジオ 

586. カーリング curling 氷上スポーツ。 

４人一組で重いストーンを転がす競技 

587. カンガルー kangaroo オーストラリアの草原地帯に棲む有袋類動物 

588. カンテラ kandelaar オランダ語。「燭台」の事 

ブリキ管の中で，油の火を灯す携帯用の照明器具 

ブリキ－blik オランダ語 

589. カンニング cunning 元，「ずるい」の意味 

転じて，監督者の目を盗んで不正を働く行為 

590. カンパ  kanpaniya（カンパニア）の略。 

ロシア語。大衆に呼びかけて資金を集める行為。 

資金カンパ 

591. カンバス canvas 油絵を描くときの画布（ガフ） 

592. カンファレンス conference 1.会議 2.協議会 

←カンファー confer 

話し合う，協議する 

593. カンフォート comfort 快適 

→カンファタブル comfortable 

快適な 

594. カンフル（剤） ／オランダ語 

 Kamfer 
 カンファー 

＼英語 

 camphor 
 カンファー 

共に心臓の収縮を高める薬 

595. ガイダンス guidance 指導，手引き 

 ガイドブック guide book 手引書，案内書 

 ガイドライン guide line 指針，基本方針 

596. ガスタンク gas tank tank－水槽 

＝gasholder 

 ガスホウルダー 

ガスを蓄え，また，供給する容器 

 ガスバーナー gas burner ガスが燃料の燃焼装置 

burn－バーン 

燃える 

 ガスボンベ Gas Bonbe ドイツ語。圧縮ガスを入れる円筒形の容器 

Bonbe－鉄製の円筒形容器 

 ガスマスク gas mask 有毒ガス等から，目や呼吸器を守る覆い 

 ガスレンジ gas range 
   レインジ 

ガス焜炉（コンロ） 

597. ガゼット gazette 1.定期刊行物 2.官報 

598. ガゼボー gazebo 
ガゼボウ 

見晴らし台，四阿（アズマヤ） 
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599. ガソリン スタンド gasoline stand 和製語。給油所 

＝ガス ステイション gas station 

<<通常，ガソリンスタンドとは言わない事に注意>>

600. ガッツ guts 気力，根性（コンジョウ） 

 ガッツポーズ guts pose 
  ポウズ 

和製語。試合に勝った時の姿勢 

601. ガット gut 1.ラケットの網 2.楽器の弦の網 

ラケット－racket，racqet 

602. ガバナンス governance 統治能力 

←ガバーン govern 

統治する 

603. ガーゼ Gaze ドイツ語。完全消毒した治療用綿布 

604. ガーデン garden 
ガードン 

庭 

→ガーデナー gardener 

       ガードナー 

植木屋，庭師 

 ガーデニング gardening 造園，園芸 

605. ガム gum ゴム 

→（米）chewing gum チューイング ガム 

chew－噛み砕く 

 ガムテープ gum tape 
ガム テイプ 

和製語。幅広の粘着テープ（梱包用等に使う） 

606. ガラス glas オランダ語 

＝英語の glass グラス 

607. ガルフ gulf 湾 

608. ガレージ garage 
ガラージ 

車庫 （米）駐車場 

609. ガードマン guard man 和製語。見張り，警備員 

guard－守る 

610. ガードル girdle 元，「帯」。転じて，体型を整えるための女性用下着

611. ガードレール guard rail 
ガード レイル 

1.鉄道の本線と平行に並べた補助レール 

2.道路の歩道と車道との間の仕切りの鉄柵 

612. ガーリック garlic 大蒜（ニンニク） 

613. キオスク kiosk 駅などで，新聞，雑誌等を売る小さな店 

614. キジーン 

キュイジーヌ 

cuisine フランス語 

料理，特にホテルやレストランで出される高級料理

615. キックオーフ kick-off 
キック オウフ 

フットボールで，球を蹴っての練習再開 

 キックボクシング kick boxing 拳（コブシ）だけでなく，足や膝等を使ってのボク

シング 

kick－蹴る 

616. キッチングッズ kitchen goods 台所用品 
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 キッチンペーパー kitchen paper 
       ペイパー 

台所用ペーパータオル 

ペーパータオル paper towel 

        ペイパー タウエル 

617. キッドナッピング kidnapping 誘拐（ユウカイ） 

←キッドナップ kidnap 

誘拐する 

618. カシミア cashmere 
キャシミア 

インド北西部の Kashmere 地方原産の毛織物 

       カシミール 

619. キャスター caster 1.椅子やピアノの足に取り付ける車輪 

2.ニュース番組の司会者，主催者 

620. キャステイングボード casting vote 
キャステイング ボウト 

可否同数の際の議長の裁決権 

casting－投ずる 

vote－採決，投票 

621. キャタピラー caterpillar 元，「毛虫」の事。転じて無限軌道 

622. キャッシュカード cash card 銀行等発行の現金自動受け払いカード 

 キャッシュバック cash back 顧客が払った金の一部払い戻し 

 キャッシング cashing 1.小切手や手形の現金化 

2.金融機関の個人向け融資 

623. キャッスル castle 城 

624. キャッチコピー catch copy 和製語。人の関心を引くための短い宣伝文句 

＝キャッチフレーズ catch phrae 

catch－人の気を引く 

phrae－言葉 

625. キャッツ アイ cat's eye cat's－猫の 

eye－目 

＝宝石の「猫目石」 

626. キャップ cap 1.前だけ，つばのある帽子 

2.ビンや管の蓋 

3.小人数のグループの長 

→captain キャプテン 

627. キャデイ caddy, cadie ゴルフで，いろいろ世話する人 

628. キャノン ／canon 

＼cannon 

1.キリスト教の戒律 2.基準，模範 

大砲 

629. キャパ  capacity（キャパシテイ）の略。能力 

←capable ケイパブル 

可能な 

630. キャバレー cabalet フランス語 

舞台やダンスホールを備え，ホステスがサービスす

る酒場（サカバ） 

ダンスホール－dance hall 

舞踏場 

ホステス－hostess 

1.女主人 

2.接客係の女性 
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631. キャプション caption 1.新聞の見出し 2.映画の序幕 

632. キャプテン captain 1.船長 2.機長 3.運動チームの主将 

633. キャベツ cabbage 
キャビッジ 

ヨーロッパ原産の甘藍（カンラン） 

634. キャミソール camisole 
キャミソウル 

女性用下着 

635. キャメル camel 駱駝（ラクダ） 

636. キャラ  character（キャラクター）の略。 

1.性格 2.映画や小説等の登場人物 

 キャラクタリスティック characteristic 特徴的な 

637. キャラバン caravan 1.砂漠の隊商 

2.宣伝，販売等で各地を回る人 

638. キャラメル caramel 砂糖などの糖類を加熱して作る菓子 

639. キャリアー carrier 1.運送業者 2.航空母艦 

←carry キャリー 

運ぶ 

640. キャリーアー career 1.専門家 2.生涯の職業 

→キャリーアーウーマン career woman 

熟練した技能を持ち，生涯，第一線で働く女性 

641. キャリオーバー carry over 
キャリー オウバー 

繰り越し，繰り越し金 

 キャリーバック carry back ラグビー（rugby）で，攻撃されている側が，自分の

側にボールを運び，地面に付ける行為 

642. キャンサー cancer 癌（ガン） 

643. キャンセル cancel 取り消す 

→cancellation キャンセレイション 

取り消し 

644. キャンデイッド candid 率直な，気取らない 

645. キャンデイデイト candidate 1.志願者 2.立候補者 

646. キャンドル candle 蝋燭（ロウソク） 

647. キャンパス campus 1.大学等の構内 2.大学生活 

648. キャンバス canvas 1.油絵の画布 

2.ボクシングやレスリングのマット 

ボクシング－boxing 

レスリング－wrestling 

マット－mat 

649. キャンプ camp 1.野営 2.（米）陸軍の兵舎 

 キャンピング カー camping car 和製語 

キャンプで，寝起きや炊事等のできる車 

650. キャンペーン campaign 
キャンペイン 

1.政治的，社会的運動 

2.（米）選挙運動 

651. キュカンバー cucumber 胡瓜（キュウリ） 
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652. キュリオシテイ curiosity 1.好奇心 2.骨董品 

←キュアリアス curious 

好奇心の強い 

653. キュレーター curator 
キュレイター 

博物館，美術館の学芸員 

←curate キュレイト 

1.企画する 2.援助する 

654. キューピー Kewpie セルロイド製の裸の人形。元，商標名 

セルロイド－celluloid 

655. キュービクル cubicle 仕切られた小部屋，仕事場 

←キューブ cube 

1.立方体 2.賽子（サイコロ） 

656. キューポラ cupola 鋳鉄を溶かす簡単な炉（ロ） 

657. キリシタン christao ポルトガル語。キリスト教徒 

＝クリスチャン Christian 

658. キーパーソン key person 
キー パースン 

重大な影響力を持つ人 

＝keyman キーマン 

 キーホルダー key holder 
キー ホウルダー 

鍵を纏める輪の付いた道具 

holder－hold ホウルド 

    固定する，掴む（ツカム） 

 キーボード keyboard 1.鍵盤（ケンバン） 2.鍵盤楽器 

 キーワード keyword 鍵となる重要語 

←word 

言葉，単語 

659. キール keel 船の竜骨，リューコツ（船底の中心線） 

660. キングコブラ king cobra 全長約４メートル，世界 大級の毒蛇（主に，東南

アジアに棲息） 

661. キングダム kingdom 王や王女の国。転じて，学問や芸術の盛んな国 

662. ギア gear 歯車 

→車のギア（車輪） 

 ギアチェンジ gear change 
ギア チエインジ 

車輪のギアを切り替える 

663. ギター guitar 弦楽器 

→ギタリスト guitarist 

ギター奏者 

664. ギネスブック Guinness book 多種多様な，世界一の記録集 

665. ギフトカード gift card 和製語。贈答用商品券 

gift－贈り物 

666. ギブアップ give-up 降参，諦め（アキラメ） 

 ギブアンドテーク give-and-take 
ギブ アンド テイク 

ギブ－与える 

アンド－と 

テイク－受け取る 

自分の物を他に与え，同時に自分も他から貰う行為

667. ギブス／ギプス Gips ドイツ語。包帯（ホウタイ） 



46 

668. ギャグ gag 1.滑稽な動作やせりふ 2.（米）冗談（ジョウダン）

669. ギャザー gather 洋裁で布を奇麗に，しわ寄せしたもの 

gather－集める 

 ギャザースカート gathered skirt 
ギャザード スカート 

裾を広げたスカート 

670. ギャップ gap 1.割れ目 2.意見の相違 

671. ギャラ  guarantee（ギャランティー）の略。 

出演料，契約金 

672. ギャラクシー Galaxy 銀河，天ノ川 

＝ミルキーウエイ Milky Way 

Milky－お乳のような 

Way－道 

673. ギャラリー gallery 1.回廊 2.美術品陳列所 3.ゴルフの観覧席 

674. ギャランティー guarantee 1.損害賠償 2.保証人 

675. ギャル gal 1.（米）girl（ガール）の訛り 

2.若くて活発な女の子 

676. ギャロップ gallop 馬の全速力疾走 

677. ギャング gang 暴力団。転じて，不良仲間 

678. ギャンブル gamble 賭博，博打（バクチ） 

→ギャンブラー gambler 

博徒（バクト），博打（バクチ）打ち 

679. ギロチン guillotine フランス語。断頭台 

フランスの医師 Guillotin（ギロチン）（1738－1814）

が提唱した語 

680. クイズ quiz 新聞やラジオ等のナゾナゾ 

681. クオリティ quality 質 

：クオンティティ quantity 

量 

682. クォータ quota 分け前，割り当て 

683. クッキー cooky, cookie （米）ビスケット等の菓子 

ビスケット－biscuit 

      ビスキット 

684. クック cook 料理する 

→クッキング cooking 

料理 

cf コック 

 ／オランダ語 kok 

 ＼英語 cook（クック） 

685. クッション cushion 1.洋風の柔らかな座布団 2.弾力性のある物 

686. クライアント client 
クライエント 

専門家に対する依頼人，顧客 
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687. クライシス crisis 危機 

→クリテイカル critical 

危機的な 

→クリテイカル コンデイション critical condition

危機的状況 

688. クライマックス climax 興奮や緊張度が 高の状態 

689. クライマー climber 登山家。特に岸壁をよじ登る人 

cf ロッククライミング rock climbing 

岩登り 

←クライム climb 

登る，よじ登る 

690. クラウド cloud 雲 

→cloudy（クラウデイ） 

曇った 

691. クラウン ／clown 

 

 

＼crown 

道化役者，ピエロ 

ピエロ－pierrot 

フランス語。道化役者（ドウケヤクシャ） 

王冠 

692. クラクション klaxon 車の警笛 

←会社名 Klaxon に由来する語 

693. クラシック classic 1.古典 2.西洋の古典音楽 

→クラシカル classical 

古典的な 

694. クラシフィケイション classification 分別，分類 

←クラシフアイ classify 

分類する 

695. クラスメート classmate 
クラスメイト 

class（クラス）の mate（仲間）＝同級生 

cf 同窓生 

（米）alumnus（単数形），alumni（複数形） 

   アラムナス    アラムナイ 

696. クラッカー cracker （米）薄いビスケット 

ビスケット－biscuit 

      ビスキット 

←クラック crack 

パチンと割れる 

697. クラフトマン craftsman 職人，熟練工 

craft－技術 

698. クラブ ／club 

＼crab 

1.棍棒（コンボウ） 2.校友会（クラブチーム） 

蟹（カニ） 

699. クラムスクール cram school 詰め込み主義の学校 

cram－詰め込む 

700. クラリネット clarinet 円筒形の木管楽器 

701. クラン clan 1.一族 2.派閥 

702. クランク イン crank-in 和製語。映画製作の撮影開始 

crank－Ｌ字形の指揮棒 
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703. クリアアップ clear-up 1.清掃 2.犯罪の検挙 

704. クリアランス セール clearance sale 
クリアランス セイル 

在庫一掃大売り出し 

clear－奇麗にする 

705. クリエイト create 創造する 

→クリエイション creation 

創造 

→クリエイテイブ creative 

創造的な 

→クリエイテイビテイ creativity 

創造性 

706. クリサンセマム chrysanthemum 菊（キク） 

707. クリスタル crystal 水晶 

 クリスタルガラス crystal glass 
クリスタル グラス 

光学機械や高級食器のガラス 

グラス－ガラス glas（オランダ語）＝glass（英語）

708. クリケット cricket 
クリッケット 

1.蟋蟀（コウロギ） 2.英国古来の競技 

709. クリティカル critical 危機的な 

→クライシス crisis 

危機 

 クリティカル コンディッ

ション 

critical condition critical－危機的な 

condition－状況 

＝危機的状況 

710. クリニック clinic 1.診療所 2.臨床講義 

711. クリフ cliff 崖（ガケ），断崖絶壁（ダンガイゼッペキ） 

712. クリミナル criminal 1.犯罪の 2.犯人 

←クライム crime 

犯罪 

713. クリンチ clinch 1.釘を打ち込む 2.板を固定させる 

3.ボクシングで，相手に抱き付く行為 

714. クリーク creak 小さな運河，小川（オガワ） 

715. クリーム cream 1.牛乳から採った脂肪分 2.乳状の化粧品 

3.靴墨（クツズミ） 4.アイスクリーム（ice cream）

716. クリーニング cleaning 1.ごみや汚れの除去 2.洗濯（センタク） 

cf ドライクリーニング dry cleaning 

水洗ではなく，蒸気や揮発性洗剤で行う洗濯 

dry－乾いた，水気のない 

717. クルー crew 1.船の乗組員 2.飛行機，列車等の乗務員 

718. クルーズ cruise 船で巡航する 

 クルーザー cruiser 1.巡航船 2.遊覧船 

 クルージング cruising 巡航，遊覧 

719. クレオソート creosote 
クレオソウト 

木材を乾留して得た液体（殺菌力極めて大） 
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720. クレジットカード credit card 
クレデイット カード 

credit－信用 

＝カード発行会社の買い物用カード 

721. クレパス  クレヨンとパステルの合成語，棒状の絵の具 

クレヨン－crayon 

フランス語。洋画用，学童用の絵の具 

パステル－paster 

フランス語。洋画用の乾性の絵の具 

722. クレバス crevasse フランス語。氷河上に出来た深い裂け目 

723. クレヨン crayon フランス語 

1.洋画用の棒状の絵の具 2.学童用の図画の絵の具

724. クレンザー cleanser 洗剤 

←clean－奇麗にする 

→クレンジングクリーム cleansing cream 

化粧落としに使う油性の洗浄クリーム 

←cleanse クレンズ奇麗にする 

725. クレーター crater 
クレイター 

1.火山の噴火口 2.月面の穴 

726. クレードル cradle 
クレイドル 

揺り籠（ユリカゴ） 

→the cradle ザ クレイドル 

幼年時代 

727. クレーム claim 
クレイム 

1.異議，文句 2.売買契約上の損害賠償請求 

→「クレームを付ける」 

728. クレーン crane 
クレイン 

クレイン 元，「鶴」の事。 

転じて，起重機（形が似ているから） 

729. クロコダイル crocodile ワニ 

730. クロスワード  crossword puzzle（クロスワード パズル）の略。 

縦横に繋ぐ言葉遊び 

731. クロニクル chronicle 年代記 

732. クロワッサン croissant フランス語。三日月型（ミカヅキガタ）のパン 

733. クローズアップ close-up 
クロウズ アップ 

1.写真や映画等で，一部を大写しにした部分 

2.ある特定の記事を大きく取り上げる事 

734. クローゼット closet 
クロウゼット 

衣類や着物等を入れる押し入れ，戸棚 

735. クローバー clover 
クロウバー 

植物名 

→「四つ葉のクローバー」は幸福の印 

736. クロール crawl 1.四つ這いで進む 2.水泳の技法 

 クロールストローク crawl stroke 
クロール ストロウク 

水泳の技法（ヨツンバイ型） 

737. クローン（人間） clone 
クロウン 

元，ギリシャ語の「小枝」の意味。 

転じて，一個の生物，細胞から生まれた人間の事 

738. クワランタイン quarantine 伝染病予防のための隔離所 

739. クーデター coup d'État 「国家への一撃」の意味 

転じて，非合法手段による政権の移動 
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740. クーポン coupon フランス語。優待割引券 

741. クーラー cooler 冷房装置 

：ヒーター heater 

暖房装置 

742. クーリングオフ cooling-off 
クーリング オウフ 

割賦販売契約の取り消し 

←緊張を和らげる（cool 冷やすから） 

743. クールダウン cool-down 運動の後，静かにして呼吸を整える事 

 クールビズ coolbiz 和製語 

←cool＋business 

クール ビジネス 

ノーネクタイ，ノージャケットでの夏の軽装 

ノーネクタイ－no necktie 

ノージャケット－no jacket 

744. グライダー glider 発動機やプロペラーを使わず，気流に乗る飛行 

glider－glide グライド 

滑空（カックウ）する，滑（スベ）る 

745. グラインダー grinder 表面を研磨する工作機械 

←グラインド grinde 

研ぐ（トグ），磨く（ミガク） 

746. グラウンドキーパー ground keeper 野球場，競技場等の整備員 

 グラウンドゴルフ ground golf 広場で行うゴルフ 

 グラウンドレス groundless 根拠の無い，事実無根の 

747. グラデイション gradation 写真や映画等の段階的なボカシ 

←グレイド grade 

坂，勾配（コウバイ） 

748. グラビア gravure 
グラビュア 

凸版による写真の整列＝グラビア印刷 

特に，雑誌等の写真のページ 

749. グラフ graph 大小を比べる図表→円グラフ，棒グラフ等 

 グラフィックデザイナー graphic designer 商業用デザインの作者 

750. グラブ glove 通称：グローブ。革製の大きな手袋 

751. グラマー ／grammar 

＼glamour 

文法 

肉体豊満，魅力的な女性 

 グラモラス glamourous 魅力のある，魅力的な 

注：グラマーな女性は a voluptuous woman 

          ボラプチュアス ウーマン 

752. グランド オープン grand open 
グランド オウプン 

和製語。店の大開店 

 グランド スラム grand slam grand－壮大な，見事な 

slam－全勝 

1.野球場の満塁ホームラン 

2.ゴルフやテニス等での完全制覇 

ホームラン－home run 

      ホウム ラン 

本塁打 
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 グランドピアノ grand piano 
グランド ピアノウ 

大型で三脚のピアノ 

：アップライトピアノ upright piano 

           アップライト ピアノウ 

家庭用や教室用の縦型ピアノ 

←upright 垂直の，縦長（タテナガ）の 

753. グランパ grandpa 伯父いちゃん 

 グランマ grandma 伯母あちゃん 

754. グランプリ grand prix フランス語。 高の賞，大賞 

grand－大きな，見事な 

prix－英語の prize（プライズ） 賞品，賞金 

755. グリーク Greek 1.ギリシャ語 2.全く分からない 

cf It's Greek to me. 

  イッツ グリーク ツー ミー 

私には，さっぱり分からぬ 

756. グリース grease 潤滑油 

757. グリーンハウス green house green－緑の 

house－家 

＝温室 

758. グリーンピース ／green peas 

＼Green Peace 

青豌豆（アオエンドウ） 

国際環境保護団体 

759. グリル grill 1.肉や魚の網焼き及びその料理 2.軽食堂，喫茶店

760. グルメ gourmet フランス語。1.食堂 2.美食家 

761. グループ group 集団，集まり 

→グルーピング grouping 

グループ分け，分類 

 グループホーム group home 
グループ ホウム 

障害者や高齢者の共同生活の場 

762. グルーブ groove 1.敷居の溝 2.車の轍（ワダチ） 3.慣例 

763. グルーミイ gloomy 陰気な，憂鬱な 

←groom グルーム 

陰気さ，憂鬱 

764. グルーム ／gloom 

＼groom 

陰気，憂鬱 

花婿（ハナムコ）＝bride groom 

         ブライド グルーム 

765. グレーゾーン gray zone 
グレイ ゾウン 

gray－灰色の 

zone－区域，地帯 

＝どちらとも知れぬ地帯 

766. グレイド アップ grade-up 和製語。等級や格を挙げる事 

grade－等級 

767. グレープフルーツ grape fruit 
グレイプ フルート 

蜜柑科の大型柑橘（カンキツ） 

grape－葡萄（ブドウ） 

768. グロテスク grotesque 奇怪な，怪奇な 
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769. グロース ストラテジー growth strategy 
グロウス ストラテジー 

growth－成長，成熟 

strategy－戦術，戦略 

＝成長戦略 

770. グローバル global 
グロウバル 

世界的な 

←globe グロウブ 

世界，地球 

 グローバリズム globalism 
グロウバリズム 

地球一体主義 

 グローバリゼイション globalization 
グロウバリゼイション 

1.世界化 2.地球規模化 

注：グロウブ glove 

グラブ 手袋 

771. グローランプ glow lamp 
グロウ ランプ 

蛍光灯の放電に使う放電管 

glow－白熱，赤熱 

772. ケアハウス care house 和製語。介護用軽費老人ホーム 

 ケアマネ ケアマニー care manager（ケア マニジャー）の略。 

介護支援専門者 

care－介護，世話，注意 

manager－責任者，管理人 

773. ケイオス chaos 無秩序，大混乱 

←（数学，物理上の）カオス 

カオス chaos 

ギリシャ語。天地創造以前の世界の混沌期の状態 

774. ケイタリング catering 出前（デマエ），仕出し（シダシ） 

←ケイター cater 

1.仕出し屋 2.宴会業者 

775. ケチャップ ketchup 西洋料理の調味料 

→トマトケチャップ tomato ketchup 

          トメイトウ ケチャップ 

776. ケトル kettle 薬缶（ヤカン），湯沸かし器 

777. ケミカル chemical 化学的な 

 ケミカルシューズ chemical shoes 合成皮革の靴 

778. ケロイド keroid ドイツ語。火傷（ヤケド）の後に出来る皮膚の隆起

779. ケーキ cake 
ケイク 

洋菓子（ヨウガシ） 

780. ケージ cage 
ケイジ 

1.鳥籠（トリカゴ） 2.エレベーターの箱（部屋）

781. ケースバイケース case by case 
ケイス バイ ケイス 

「個々の場合に応じて」の意 

 ケースワーカー case worker 
ケイス ワーカー 

社会福祉事業の専門職及びその職員 

782. ケーブル cable 
ケイブル 

1.針金等の太い線 2.海底電話 

 ケーブルカー cable car 
ケイブル カー 

急勾配の鋼索鉄道 
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 ケーブルテレビ  cable television（ケイブル テレビジョン）の略。 

有線テレビ（ＣＡＴＶ） 

山間僻地，ビルの陰等で利用出来るテレビ 

cf ＣＡＴＶ＝c
．
ommunity a

．
ntenna t

．
elev

．
ision 

      コミュニテイ アンテナ テレビジョン

community－地域の 

antenna－アンテナの 

television－テレビ 

＝共同視聴アンテナテレビ 

783. ゲイ gay 1.陽気な 2.同性愛者，レズビアン 

gay－homosexual ホモセクシャル（男性の同性愛）

lesbian レズビアン（女性の同性愛） 

784. ゲイトウエイ gateway 出入り口，通路 

 ゲイトボール gateball 和製語。５人一組でボールを打つゲーム 

←gate 門，出入り口 

785. ゲスト guest 客 

 ゲストハウス guest house 大学等で，訪問客を泊める施設 

786. ゲノム Genom ドイツ語。細胞に含まれる染色体 

787. ゲリラ guerrilla スペイン語。「小さな戦争」の意味。 

転じて，奇襲戦法を行う小部隊，及びその戦法 

788. ゲルニカ Guernica スペイン語。 

1.スペイン，バスク（Basque）地方の町。 

1937 年ドイツ空軍により爆撃を受け破壊された 

2.その戦争の惨禍を描いたピカソの代表的な作品の

な→「ピカソのゲルニカ」 

789. ゲレンデ Gelande ドイツ語 

1.スキーの練習場 2.ロッククライミングの練習場

スキー－ski 

ロッククライミング－rock climbing 

790. ゲームセンター game center 
ゲイム センター 

和製語。有料のゲーム機で遊ばせる店 

791. コイン coin 硬貨 

→コイニッジ coinage 

硬貨鋳造 

 コインランドリー coin laundry 
  ランドリー 

laundry－洗濯機 

硬貨を入れて，使用する洗濯機や乾燥機を置いた店

 コインロッカー coin locker locker－鍵のかかる戸棚 

硬貨を入れて，施錠したり，手荷物を保管したりす

るロッカー 

792. コオポレーション cooperation 協同，生協 

 コーポレーション corporation 会社，企業 



54 

 コーポレイトガバナンス corporate governance corporate－会社の，企業の 

governance－管理，制御 

企業統治（株主等が，企業経営をチェックするため

の仕組み） 

－－govern ガバーン 

統治する，制御する 

793. コカイン cocain／cocaine コカ（coca）の中に含まれる麻薬（精神障害の元に

なる） 

coca－アンデス山脈原産の低木でコカインを採取す

る 

794. コクーン cocoon （蝶，蛾，蚕）の繭（マユ） 

795. コケットリー coquetry なまめかしさ，媚態（ビタイ） 

796. ココア cocoa 
コウコウ 

ココアの種を煎って，脂肪を除いた粉末 

→お湯や牛乳等で割って飲む 

＝カカオ cacao 

スペイン語。中南米原産の常緑高木 

 ココナッツ coconut 
コウコウナッツ 

ココ椰子の実 

←nut ナッツ 

木の実 

797. コサージ corsage 
コーサージ 

フランス語。婦人服の胸，肩等に着ける小さな花飾

り 

798. コストアップ cost-up 生産費上昇 

 コストダウン cost-down 生産費低下 

 コストパフォーマンス cost performance 費用対成果の割合。機械の価格と，その成果の割合

←performance 

実績，業績，成績 

799. コスプレ costume play 
コスチューム プレイ 

costume－服装 2.扮飾 

play－芝居，上演 

アニメや漫画等に出てくるキャラの扮装をして遊ぶ

事 

アニメ－animation（アノメイション）の略。 

動きの無い絵や人形を，動いたように見せる動画 

キャラ character（キャラクター）の略。 

1.性格 2.小説，漫画，映画等の登場人物 

800. コスメ  cosmetics（コズメテイックス）の略。化粧品類 

cosmetician コズメテイシャン 

（米）美容師 

801. コスモス cosmos 
コズモス 

1.宇宙 2.メキシコ（Mexico）原産の花 

 コスモポリタン cosmopolitan 
コズモポリタン 

1.世界的な 2.世界主義者 

802. コック kok オランダ語。料理人 

＝（英語）クック cook 

803. コックピット cockpit 1.飛行機の操縦室 2.自動車の運転席 

804. コットン cotton 綿，綿花（メンカ） 
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805. コップ kop オランダ語 

＝英語 cup（カップ） 

806. コネ  connection（コネクション）の略。 

1.関係 2.人間関係 

807. コバルト cobalt 1.金属元素 2.コバルト色（空色） 

808. コピー copy 複写 

 コピペ  copy and paste（コピー アンド ペイスト）の略 

paste－糊（ノリ）で張り付ける 

他人の作品を盗む行為→作品を複写して，糊で張り

付ける行為 

 コピーライター copy writer 広告文案の作成者 

→コピーライテイング copy writing 

広告文案作成行為 

809. コフィン coffin 柩（ヒツギ），棺桶（カンオケ） 

＝（米）casket キャスケット 

810. コブウェブ cobweb 1.蜘蛛（クモ）の巣 2.罠（ワナ） 

←cob 蜘蛛 

web 蜘蛛の巣，インターネットの www 

www－World Wide Web（トリプル W） 

811. コマンダー commander 指揮者，指揮官 

←コマンド command 

指揮する，命令する 

812. コマーシャル commercial 1.商業上の 2.広告放送 

813. コミック comic 1.喜劇の 2.喜劇役者 

←コミカル comical 

滑稽な 

814. コミッション commission 1.委任，委託 2.代理 

815. コミットメント commitment 1.係わり合い 2.公約 

←コミット commit 

1.関係する 2.約束する 

816. コミュニケ communique フランス語。公式会議での声明書 

817. コミュニケーション communication 
コミュニケイション 

1.交通 2.通信 

←communicate コミュニケイト 

1.通信する 2.連絡する 

818. コミュニテイ community 地域社会，共同体 

 コミュニテイ センター community center （教育，文化，更生等の）地域社会の中心 

819. コメット comet 彗星（スイセイ），ホウキ星 

820. コメディ comedy 喜劇 

：トラジェデイ tragedy 

悲劇 

 コメディアン comedian 喜劇役者 

：トラジェデイアン tragedian 

悲劇役者 
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821. コメント comment 批評，論評 

 コメンテイト commentate 1.論評する 2.実況放送する 

 コメンテイター commentator 1.論評家 2.ニュース等の解説者 

 コメンタリーボックス commentary box （スポーツ等の）実況放送席 

 ノーコメント no comment 「何も言うこと無し」 

822. コモンセンス common sense 常識，良識 

common－普通の，ありふれた 

sense－感覚，判断力 

823. コラボ  collaboration（コラボレイション）の略。 

協力，提携 

←collaborate コラボレイト 

協力する 

 ←co－共に ＋ labor－働く 

824. コラム column 1.円柱 2.新聞，雑誌等の短評欄 

 コラムニスト columnist （新聞，雑誌等の）特別欄担当記者 

825. コラージュ collage フランス語。画面に絵や写真等を張り付けた広告 

826. コリドー corridor 廊下，通路 

827. コルゲイトパイプ corrugated pipe 
コルゲイテイッド パイプ

corrugated－波型にした，波状にした 

＝波型のパイプ 

←corrugate コルゲイト 

波型にする，波状にする 

828. コルセット corset 
コーセット 

1.女性用下着 2.整形外科用下着 

829. コレクション collection 1.収集 2.収蔵物 

←コレクト collect 

集める 

830. コレクト ／collect 

＼correct 

集める 

1.正しい 2.訂正する 

831. コレステロール cholesterol 
コレステロウル 

生化学物質（血管等に付着して動脈硬化等を起こす

物質） 

832. コレポン  

 

／correspondence（コレスポンデンス）の略。 

 1.通信 2.一致 

＼correspondent（コレスポンデント）の略。 

 1.新聞，雑誌等の通信員 2.「一致した」の意 

833. コロセアム Colosseum ラテン語。競技場。元，ローマ時代の円形競技場 

834. コロッケ croquette 
クロッケット 

フランス語。パン粉の衣を付け，油で揚げた料理 

835. コロナ corona 
コロウナ 

太陽や月の輪 

836. コロニー colony 1.植民地 2.心身障害者等の福祉施設 

837. コロン colon 記号： 

→セミコロン semicolon 

記号； 
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838. コードレス電話 cordless phone 
コードレス フォウン 

コードの無い電話 

839. 合コン  ゴウコン 

合同 company（カンパニー） 

company－1.同行，付き合い 2.仲間（ナカマ） 

学生達が，共同で金を出し合って行う懇親会 

840. コンクール concours フランス語 

1.音楽等の作品，技術の優劣を競う会 2.競争試験

841. コンクリート concrete 1.具体的な 2.土木建築用のコンクリ 

 コンクリートミキサー concrete mixer 
コンクリート ミクサー 

コンクリを作るため，セメントや砂利等を混ぜる機

械 

←mixer 混ぜる機械 ←mix 混ぜる 

←セメント cement 

842. コングレス ／congress 

＼Congress 

正規の代表者の集会 

（米）合衆国の議会 

843. コンコース concourse 1.公園の中央広場 

2.駅や空港の建物の中央にある大きな通路 

844. コンサート concert 1.音楽会 2.講演会 

 コンサートホール concert hall コンサート用の広場 

hall－1.会館，講堂 2.大広間 

845. コンサルタント consultant 1.相談役 2.顧問 

←コンサルト consult 

相談する 

→コンサルテイション consultation 

相談 

846. コンサンプション consumption 消費 

 コンサンプション タック

ス 

consumption tax 消費税 

847. コンシェルジェ concierge フランス語。「門番」の事 

転じて，ホテル等で観光案内等の仕事をする人 

848. コンスタント constant 1.絶え間の無い 2.一定不変の 

→コンスタンシー constancy 

1.安定 2.一定不変 

849. コンスティチューション constitution 1.構造 2.憲法 

←コンスティチュート constitute 

1.組み立てる 2.構成する 

850. コンシード concede 譲歩する 

→コンセッション concession 

譲歩 

851. コンセプション conception 1.着想 2.妊娠 

←コンセプト concept 

1.概念 2.発想 

←コンシーブ conceive 

1.考える 2.妊娠する 
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852. コンセンサス consensus 意見の一致，合意 

853. コンセント consent ／前部アクセントでは 電気配線のプラグ 

＼後部アクセントでは 同意，承諾 

←プラグ plug 

（電気の）差し込み，栓（セン） 

854. コンソメ consomme フランス語。澄んだスープ（soup） 

855. コンタクト contact 接触 

 コンタクトレンズ contact lens 近視，遠視等の矯正用レンズ 

856. コンチエルト concerto イタリア語。協奏曲 

857. コンテ conte フランス語。濃淡がはっきり出るクレヨン 

クレヨン－crayon 

フランス語。洋画用の棒状の絵の具 

858. コンティニュイテイ continuity 連続，継続 

←コンティニュー continue 

続く，継続する 

859. コンテインジェンシー contingency 1.偶発性 2.不慮の出来事 

 コンテインジェント contingent 1.偶発的な 2.不慮の 

860. コンテキスト context 
コンテクスト 

（文の）前後関係，脈絡（ミャクラク） 

861. コンテスト contest 競走 

862. コンテナ  container（コンテイナー）の略。 

1.入れ物 2.貨物輸送用の大型車 

863. コンテント content 前部アクセントの場合－内容，中身（ナカミ） 

後部アクセントの場合－満足 

 コンテントメント contentment 満足させる事，心の安らぎ 

864. コンテンポラリー contemporary 1.同時代の 2.現代風の 

865. コンディション condition 1.状態 2.条件 

 コンディショニング conditioning 調整，調節 

 コンディショナー conditioner 1.調節器 2.冷房装置 

866. コンテ  continuity（コンテイニュイテイ）の略。 

継続，連続の意味 

転じて，映画やテレビ撮影の台本 

867. コント conte フランス語。軽妙で機知に富んだ物語 

868. コントラスト contrast 対比，対称 

 コントラスティブ contrastive 対称的な 

869. コントリビューション contribution 1.貢献 2.寄付 

←コントリビュート contribute 

1.貢献する 2.寄付する 
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870. コントローラー controller 
コントロウラー 

1.電気の整流器 2.機械の制御装置 

3.企業経営の管理者 

←control コントロウル 

管理する，統制する 

871. コンドミニアム condominium （米）分譲マンション 

マンション－元，「大豪邸」。今，中高層集合住宅 

872. コンドラチエフ（の波）  Kondrat'ev の波 

Kondrat'ev－ロシアの経済学者（1892－1938） 

「約 50 年周期の経済循環説」を提唱 

873. コンドル condor スペイン語。大型の猛禽類 

874. コンドーム Kondom ドイツ語。男性用の避妊，性病予防用のサック 

サック－sack 

袋 

875. コンパ  company（コンパニー）の略。 

学生達が金を出し合って開く懇親会 

876. コンパクト compact 1.小型の 2.小型，携帯用の白粉（オシロイ） 

877. コンパス compass 1.羅針盤 2.製図用の定規（ジョウギ） 

878. コンパートメント compartment 間仕切り（マジキリ） 

879. コンバイン combine 刈り取りや脱穀用の農業機械 

880. コンバット combat 戦闘，闘争 

881. コンバージョン conversion 1.切り替え，転換 2.換算 

 コンバージョン テーブル conversion table 
コンバージョン テイブル

換算表 

table－1.食卓 2.表，一覧表 

882. コンピレーション compilation 
コンピレイション 

（本などの）編集，編纂（ヘンサン） 

←compile コンパイル 

編集する，編纂する 

883. コンビ  combination（コンビネイション）の略。 

1.組み合わせ 2.二人組 

884. コンビナート Kombinat ロシア語。ある一定地域に集められた工業集団 

885. コンビニ  convenience store（コンビーニエンス ストア）の略。

convenience－便利な ←convenient 

便利で簡便な 24 時間営業の店 

886. コンフィデンス confidence 1.自信 2.信頼 

 コンフィデント confident 自信のある 

→コンフィデンシャル confidential 

信頼できる 

887. コンフェレンス conference 1.相談 2.協議会 

888. コンフォート comfort 
カムファート 

愉快，快適 

→カムファタブル comfortable 

愉快な，快適な 
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889. コンプライアンス compliance 法令順守 

←コンプライ comply 

規則や法令等に従う 

890. コンプリメント compliment 1.褒め言葉 2.お世辞 

891. コンプリート complete 1.完全な 2.事を完全に果たす 

→コンプリーション completion 

完了，完成 

892. コンプレックス complex 1.合成の 2.固定観念 

→inferiority complex インフェリオリテイ コンプ

レックス 

inferiority－劣等，下位 

complex－固定観念 

＝劣等感 

→superiority complex スーペリオリテイ コンプレ

ックス 

superiority－優越，卓越 

complex－固定観念 

＝優越感 

893. コンプレッサー compressor 空気やガスの圧縮機 

←コンプレス compress 

詰め込む，圧縮する 

894. コンプロマイズ compromise 妥協する，歩み寄る 

895. コンペ  competition（コンペテイション）の略 

1.ゴルフ（golf）の競技会 2.建築，設計等の協議会

←compete コンピート 

競う，競走する 

896. コンベア conveyer, conveyor 輸送装置 

 コンベア ベルト conveyor belt 輸送や運送用の車のベルト 

←コンベイ convey 

輸送する，運送する 

cf ベルトコンベア belt conveyor 

荷物を運ぶ帯状の運送装置 

897. コンベンション convention 1.伝統的習慣 2.政治や宗教上の集まり 

3.国家間の協定 

898. コンポ  component（コンポウネント）の略。 

機械や車の部品 

899. コンポジッション composition 1.組み立て 2.作文 

←コンポウズ compose 

1.組み立てる 2.創作する 

900. コンポスト compost 
コンポウスト 

堆肥（タイヒ） 

→composting コンポウステイング 

堆肥を作る事 

901. コンポーザー composer 
コンポウザー 

作家，作曲家 

←compose コンポウズ 

1.作曲する 2.創作する 
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902. コンマ ／comma 英語 

＼komma ドイツ語

共に「小数点以下の」の意味 

（記号，） 

903. コンマス  concert master（コンサート マスター）の略。 

＝オーケストラの第一バイオリンの主席奏者 

オーケストラ－orchestra 

バイオリン－violin 

904. コーション caution 注意 

→cautious コーシャス 

注意深い 

905. コーチ coach 
コウチ 

指導員 

906. コーテイング coating 
コウテイング 

1.上塗り（ウワヌリ） 2.被覆物（ヒフクブツ） 

←coat コウト 

外套（ガイトウ） （米）上着（ウワギ） 

907. コーディアル cordial 1.心からの 2.強心剤，強壮剤 

908. コーディネイター coordinator 調整役，纏め役（マトメヤク） 

←コーデイネイト coordinate 

纏める，調整する 

←コーデイネイション coordination 

1.調整 2.同等 

909. コード cord 1.帯，紐（ヒモ） 2.電気のコード 

 コードレス cordless コードの無い 

注 1 chord コード 

1.楽器の弦 2.和音，協和音 

注 2 code コウド 

1.規則 2.暗号 

910. コーパス corpus 1.言語資料 2.全集（物） 

911. コーヒー coffee 
コフィー 

アラビア語の「飲み物」 

912. コーポレーション corporation 
コーポレイション 

会社，法人 

913. コーポレートガバナンス corporate governance
コーポレイト ガバナンス

corporate－企業の，会社の 

governance－管理，統制 

＝企業統治（会社経営をチェックするための仕組み）

←govern ガバーン 

治める，統治する 

914. コーム comb 
コウム 

1.櫛（クシ） 2.蜂の巣（ハチノス） 

発音注意 

915. コーラス chorus 1.合唱 2.合唱団 

916. コーラル coral 珊瑚（サンゴ） 

917. コーリング calling 1.職業 2.叫び 

←call コール 

叫ぶ 

918. コールサイン call sign 放送局や無線局の呼び出し番号（JOBK 等） 

同音に注意 
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919. コーン corn 玉蜀黍（トウモロコシ） 

 コーンフィールド corn field 玉蜀黍畠 

 コーンフレーク corn flakes 
コーン フレイクス 

玉蜀黍の薄切り加工食品 

flakes－バラバラ，薄切り 

cf ポップコーン popcorn 

スナック菓子 

スナック snack 

おやつ，軽食 

920. ゴウイングコンサーン going concern going－進行中の 

concern－会社，事業 

＝盛業中の会社 

 ゴウサイン go-sign 
ゴウ サイン 

「行け，進め」の合図（アイズ） 

cf ゴウ アヘッド go ahead 

行け，進め 

ザ ゴー アヘッド the go ahead 

「進行許可の」合図 

921. ゴウスト ghost 幽霊，お化け 

 ゴウストタウン ghost town 住民離散，無人化した町 

 ゴウストライター ghost writer 他人の原稿や著作を，その人に代わって書く陰の作

者 

922. ゴウト goat 山羊（ヤギ） 

cf スケイプゴート scapegoat 

          スケイプゴウト 

聖書に出てくる「贖罪の山羊（ショクザイノヤギ）」

923. ゴウル goal 目的地，目標 

 ゴウル イン goal-in 和製語。決勝線到着，目的地到着 

 ゴウルキーパー goal keeper 競技で，ゴールを守る人 

924. ゴウルデンウイーク golden week 和製語。５月始め頃の休みの多い日 

 ゴウルデン エイジ golden age 黄金時代 

←age 時代 

 ゴウルド メダリスト gold medalist 金メダル受賞者 

medal メドウル 

勲章（クンショウ） 

925. ゴシップ gossip 陰口（カゲグチ），うわさ話 

926. ゴジラ  英語では無い→ゴリラとクジラの合成語 

ゴリラ－gorilla 

クジラ－whale ホエイル 

927. ゴスペル gospel 1.キリストの福音（フクイン） 2.絶対的真理 

928. ゴリラ gorilla 元，ギリシャ語の「毛深い女」の事。 

マウンテンゴリラとロウランドゴリラの２種がいる

マウンテンゴリラ－mountain gorilla 

ロウランドゴリラ－Rolland gorilla 
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929. ゴルフコンペ  golf competition（ゴルフ コンペテイション）の略。

ゴルフの競技会 

compete コンピート 

競う 

930. ゴング gong 合図のドラ（銅鑼）の音 

銅鑼－打楽器（青銅製の円盤を紐で吊るして，バチ

で打ち鳴らす楽器） 

931. ゴンドラ gondla イタリア語。 

元，イタリアのベネチュアで使われた平底船（ヒラ

ゾコブネ） 

ベネチュア－Venice ベニス（イタリア語） 

今は，飛行機や気球に使われる釣り籠（ツリカゴ）

状の客室 

932. ゴーグル goggles 
ゴウグルズ 

1.登山やスキー等で使う防風，紫外線よけの眼鏡 

2.水泳用の眼鏡（メガネ） 

933. ゴージャス gorgeous 
ゴージアス 

豪華な，素敵な 
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【サ行の部】 

934. サイエンス science 科学 

→サイエンテイフィック scientific 

科学的な 

 サイエンス フィクション science fiction fiction－作り話，創作 

＝空想科学小説 

935. サイクリング cycling 自転車の遠乗り 

←サイクル cycle 

1.周期 2.自転車 

936. サイクロン cyclone 
サイクロウン 

インド洋の熱低（熱帯性低気圧），竜巻（タツマキ）

937. サイケ  psychedelic（サイケデリック）の略。 

幻覚剤等によって，幻覚症状を引き起こす様 

938. サイコロジー psychology 心理学 

→social psychology ソウシャル サイコロジー 

社会心理学 

→child psychology チャイルド サイコロジー 

児童心理学 

939. サイドブレーキ side brake 
サイド ブレイク 

和製語。車の運転席脇の制動装置 

brake－制動装置，ブレーキ 

 サイドミラー side mirror 和製語。車の車体脇の鏡 

mirror－鏡，反射鏡 

940. サイバネテイックス cybernetics ギリシャ語の「船の舵手（ダシュ）」 

転じて，通信や自動制御等の工学部門から，人の脳

に至るまでの幅広い分野の理論 

941. サイバークライム cyber crime cyber－コンピューターの 

crime－犯罪 

＝インターネットを使った犯罪 

 サイバーテロ  cyber terrorism（サイバー テロリズム）の略 

terrorism←terror テラー 

恐怖，テロ行為 

国家，社会の情報システムに不法侵入して，国家，

社会の機能を破壊する行為 

942. サイフォン siphon, syphon 1.気圧を利用して，液体を上に上げる曲がり管 

2.水蒸気の圧力を利用したガラス製のコーヒー沸か

し器 

943. サイレン siren, syren ギリシャ語 

元，神話の「半人，半鳥の美声の海の魔女」の事 

今，時報，警報を鳴らす号笛（ゴウテキ） 

944. サイレンサー silencer 防音機，消音器 

 サイレンス silence 静けさ，静寂（セイジャク） 

 サイレント silent 静かな 

945. サイン sign 1.合図，信号 2.署名 
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946. サウア sour 酸っぱい 

947. サウスポー southpaw ←south 南 

 pow 人の手 

1.野球の左腕投手 2.ボクシング等の左構えの選手

←米国南部出身の投手は，左腕選手が多かった事に

由来 

948. サウナ sauna フィンランド語。風呂（フロ），蒸気浴 

949. サウンド トラック sound track sound－音 

track－磁気テープの録音帯 

映画の音楽や音声を記録したレコード 

950. サクリファイス sacrifice 犠牲，生け贄（イケニエ） 

951. サジェスチョン suggestion 1.提案，提唱 2.暗示 

←サジェスト suggest 

1.提案する 2.暗示する（それとなく言う） 

952. サスペンス suspense 小説や映画等で，読者や観客が感じる不安 

 サスペンスドラマ suspense drama 和製語。不安や緊張感を起こさせる劇（ドラマ） 

953. サスペンダー suspender 1.ズボン吊り 2.靴下止め 

ズボン－jupon（フランス語） 

←suspend サスペンド 

吊るす 

 サスペンデイッド ゲーム suspended game 一時的に中止になった試合 

954. サタイア satire 風刺（フウシ），皮肉 

→サテイリカル satirical 

皮肉な，風刺に富んだ 

955. サターン Saturn 土星 

→米国のロケットの名称 

956. サッカリン saccharin 人工甘味料 

957. サッカー soccer 
ソッカー 

蹴球（シュウキュウ） 

958. サッシ sash 
サッシュ 

1.窓枠（マドワク） 2.女性や子供の飾り帯 

959. サテライト satellite 1.人工衛星 2.空港の補助ターミナル 

3.サテライトスタジオの略 

ターミナル－terminal 

終点，終着駅 

satellite studio（サテライト スチュウデイオウ） 

本局外に設けられた，ラジオの小スタジオ（中が外

から見える） 

960. サディスト sadist 加虐性色欲異常者（カギャクセイシキヨクイジョウ

シャ） 

 サディズム sadism 加虐性色欲異常 

961. サドル saddle 1.馬の鞍（クラ） 2.自転車の腰掛け台 
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962. サドン デス sudden death sudden－突然の 

death－死 

1.突然死 

2.スポーツ競技で，先に得点した方が勝ちになる，

一回勝負の延長戦 

963. サナトリアム sanatorium ラテン語の「療養所」。転じて，今は，郊外地の療養

所 

964. サパー supper 夕食 

965. サバーブ suburb 郊外 

966. サバンナ savanna 熱帯，亜熱帯地方の草原（熱帯草原） 

967. サファイア sapphire 青色，透明の宝石。青玉（セイギョク） 

968. サプライ supply 供給 

：デマンド demand 

需要 

→demand and supply 需要供給 

969. サプリ  supplement（サプルメント）の略。 

1.補助 2.栄養補助食品 

970. サブ  substitute（サブステイチュート）の略。 

1.代用品 2.サッカーの控え選手 

3.代理人 

 サブウェイ subway （米）地下鉄 （英）地下道 

 サブカルチャー subculture 正規の文化ではない二流の文化 

 サブタイトル subtitle 1.映画の字幕案内 2.（文章の）副題 

 サブマリーン submarine 潜水艦 

←sub 下 

 marine 海 

971. サブライム sublime 崇高な，荘厳な 

→サブリミテイ sublimity 

崇高，荘厳 

972. サポーター supporter 1.支持者 2.運動選手の下着（シタギ） 

←サポート support 

1.支える 2.援助する 

973. サボ（る）  sabotage（サボタージュ）の略。 

フランス語。労働者の怠業 

←sabot サボット 

木の靴（＝うまく歩けない） 

974. サボーデイネート subordinate 
サボーデイネイト 

1.付随的な 2.部下，従業員 

975. サマーソールト somersault 宙返り，トンボ返り 

（米）前転体操 

976. サマータイム summer time 夏期，暑中 

 ザ サマータイム the summer time 壮年期 
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977. サム ボディ somebody 1.誰か，ある人 2.重要人物 

：ノウボデイ nobody 

1.名もなき人 2.取るに足りぬ人物 

978. サミット summit 1.頂上 2.首脳会談 

979. サモン summon 1.人を呼び付ける 2.会議を招集する 

980. サラウンド surround 1.取り囲む 2.周辺部 

 サラウンド ステレオ surround stereo 和製語。回りに音を反響させるステレオ機器 

←stereo ステリオウ 

1.立体的な 2.立体感を出す音響機器 

981. サラダ salad 
サラッド 

生野菜が中心の料理 

→ポテトサラダ potato salad 

        ポテイトウ サラッド 

ジャガ芋が主体のサラダ 

→フルーツサラダ fruits salad 

         フルーツ サラッド 

果物が主体のサラダ 

982. サラブレッド thoroughbred 1.英国の純粋競走馬 

2.血統や家系の優れた人 

←thorough サラ 徹底した 

bred ブレッド 

breed ブリード 「育てる」の過去形 

983. サラリーマン salary man 和製語。外国では通用しない 

正しくは office worker オウフィス ワーカー 

事務員 

又は clerk クラーク 

書記 

984. サルベージ salvage 
サルベイジ 

海難救助 

 サルベーション salvation 
サルベイション 

1.キリスト教の「魂の救難」 2.救済 

985. サルーン saloon 客室やホテル等の大広間，談話室 

→サロン salon 

フランス語で，上と同じ 

986. サーカス circus 動物と人間との曲芸中心のショー（show） 

                ショオウ 

987. サーキット circuit 1.円周 2.電気回路 3.オートバイの練習場 

オートバイ－和製語 auto bicycle オート バイシ

クル 

自動二輪車。単車 

988. サーキュレーション circulation 
サーキュレイション 

1.血液循環 2.貨幣流通 3.新聞，雑誌等の発行部数

←サーキュレート circulate サーキュレイト 

1.循環する 2.流通する 

→サーキュレーター circulator サーキレュレイタ

ー 

循環装置 

989. サークル circle 1.円 2.仲間同士 3.（米）円形広場 
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990. サージ surge 1.大波 2.群衆の殺到 

991. サージェリー surgery 1.外科 2.外科手術 

 サージョン surgeon 外科医 

992. サーチライト search light search－探す 

light－電灯，照明 

＝探照灯（タンショウトウ） 

993. サーテイフィケイト certificate 1.証明書 2.免許証 

←サテイファイ certify 

1.証明する 2.保証する 

994. サーバイバル survival 生き残り，生存 

←サーバイブ survive 生き残る 

 サーバイバル キット survival kit 非常用携帯品一式 

kit－道具一式 

995. サービスエリア service area 
サービス エアリア 

area－場所，区域 

1.無線電話の届く範囲 

2.高速道路で駐車や食事のできる所 

996. サーフ surf 波 

→サーフィン surfing 波乗り（ゲーム） 

 サーファー surfer 波乗りする人 

997. サープライズ surprise 驚く 

 サープライジング surprising 驚くべき，意外な 

 サープライジング イベン

ト 

surprising event event－行事，出来事（デキゴト） 

＝意外な出来事 

998. サーベイ survey 1.見渡す 2.情勢を観察する 

 サーベヤー surveyor 1.測量士 2.監督官 

999. サーモグラフィー thermography 赤外線装置を使って，物の表面温度を測定し，画像

化する装置（医療用等） 

 サーモミター thermometer 
サーモミーター 

温度計 

←thermo 熱 

 meter 計測器，メーター 

1000. サーモン salmon 鮭（サケ） 

1001. サンクスギビング thanks giving thanks－感謝 

giving－give 上げる 

＝神への感謝 

 サンクスギビング デイ Thanksgiving Day （米）感謝祭 

1002. サンクチュアリー sanctuary 1.聖域 2.鳥類保護地域 3.駆け込み寺 

4.「安らぎの場」 

1003. サングラス sun glasses 
サン グラッシーズ 

日よけ眼鏡（メガネ） 

 サンシャイン sunshine 日光，太陽光線 
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 サンセット sunset 日没 

：サンライズ sunrise 

日の出 

 サンライト sunlight 日光 

1004. サンタクローズ Santa Clause クリスマスの前夜，子供達にプレゼントを配って廻

る老人（サンタさん） 

クリスマス－Christmas，Xmas 

プレゼント－present 

1005. サンダル sandal 元，ギリシャ，ローマ人が履いた靴。今のツッカケ

1006. サンダー thunder 雷（カミナリ） 

 サンダーバード thunder bird 雷鳥（ライチョウ） 

 サンダーボルト thunderbolt 落雷 

←thunder（雷鳴） 

bolt ボウルト 

閂（カンヌキ），稲妻（イナズマ） 

1007. サントラ  sound track（サウンド トラック）の略。 

フィルムの横に付いている録音帯 

sound－音 

track－道，磁気テープの録音帯 

1008. サンドイッチ sandwich 
サンドウイッチ 

パンの間に挟んだ食品。元，英国の Sandwich 伯爵が

考案した食品 

パン－pao ポルトガル語 

 サンドイッチマン sandwich man 二枚の広告看板を前後に掲げて歩く老人 

1009. サンドバッグ sandbag 砂袋。ボクシング等のパンチ練習道具 

ボクシング－boxing 

パンチ－punch 

 サンドペーパー sand paper 
サンド ペイパー 

紙ヤスリ←砂を塗った紙 

1010. サンフラワー sunflower 向日葵（ヒマワリ） 

sun－太陽 

flower－花 

1011. サンプル sample 見本，標本 

→サンプリング sampling 

1.見本作成 2.既存の曲や音を編集して，新曲に取

り込む事 

 サンプリングエラー sampling error （統計学）標本誤差 

1012. ザック rucksack 
リュックザック 

ドイツ語。 

登山やハイキング等に使う背負い袋 

ハイキング－hiking 

1013. シアター theatre, theater 劇場，映画館 

1014. シャッターチャンス shutter chance chance－好機，偶然性 

和製語。シャッターを切るのに，ちょうど良い時間

1015. シェア share 1.分け前 2.市場占有率 
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1016. シェイカー shaker カクテルの振出し機械 

←shake シェイク 振る 

カクテル－cocktail コックテイル 

1017. シェイバー shaver 理髪師 

←shave シェイブ 

髭（ヒゲ）を剃る 

 シェイビング shaving 髭剃り 

1018. シェイプアップ shape-up 美容や健康上，運動や減食等で体型を整える事 

←shape 姿，形 

1019. シェパード shepherd 元，「羊飼い」の事。 

今は，「警察犬，番犬」の事 

1020. シェフ chef フランス語の「頭（カシラ）」の事 

英語のチーフ chief 

長，かしら 

1021. シェルター shelter 避難所 

→エマジェンシー シェルター emergency shelter 

emergency－緊急事態，突発事件 

←emergent エマージェント 

緊急の 

1022. シェルパ Sherpa ヒマラヤ南部の高地に住む少数民族，登山者の案内，

荷役等に従事する 

ヒマラヤ－Himalaya 

1023. シエーマ Schema ドイツ語。形式，図 

1024. シカーダ cicada 蝉（セミ） 

1025. シガー cigar 葉巻たばこ 

＝シガレット cigarette 

1026. シクラメン Cyclamen ラテン語。地中海沿岸が原産の観賞用植物 

1027. シグナチュアー signature 署名，サイン（sign） 

1028. シグナル signal 信号，合図（アイズ） 

1029. シザーズ scissors 鋏（ハサミ） 

1030. システム system 1.組織 2.制度 

 システマテイック systematic 1.組織的な 2.制度的な 

1031. シチュー stew 
スチュー 

肉や野菜を，とろ火で煮込んだ料理 

1032. シチュエイション situation 立場，境遇，状態 

←シットコム 

situation comedy（シチュエイション コメデイ）の略

comedy－喜劇 

その場の状態に併せて，人を笑わせる喜劇 

1033. シティズン citizen 市民 

 シティズンシップ citizenship 1.市民権 2.市民らしさ 
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1034. シナゴーグ synagogue （英語，フランス語）ユダヤの礼拝所（ライハイジ

ョ） 

ユダヤ－Judea ユデア 

パレスチナ中部，エルサレムを中心とした古代ユダ

王国の地 

パレスチナ－Palestine 

エルサレム－Jerusalem 

ユダ－Judas 

1035. シナジー synergy 経営戦略による相乗効果 

 シナジーエフェクト synergy effect 相乗効果 

1036. シナリオ scenario 
シナリオウ 

映画や放送等の脚本，台本 

 シナリオライター scenario writer 
シナリオウ ライター 

scenario－脚本 

writer－書く人 

＝脚本家 

1037. シニア senior 
シーニア 

年上（トシウエ），上級生 

：ジュニア junior 

      ジューニア 

年下，下級生 

 シニアハイ  senior high school（シーニア ハイ スクール）の略。

（米）高等学校 

1038. シニカル cynical 1.皮肉な態度 2.冷笑的な 

 シニック cynic 1.皮肉屋 2.冷笑家 

1039. シネマ cinema フランス語。映画 

＝movie ムービー（英語） 

cinema－cinematograph（シネマトグラフ）の略 

1040. シビア severe 厳しい，厳格な 

1041. シビリアン civilian 市民，民間人 

 シビリアン コントロール civilian control 
シビリアン コントロウル

市民や民間人による統制，制御 

＝文民統制 

1042. シビリゼイション civilization 文明 

←シビライズ civilize 

文明化する 

1043. シビル ウオー civil war 市民の戦争＝内乱 

1044. シマルテイニアス simultaneous 同時の 

 シマルテイニアス インタ

ープリーター 

simultaneous 

interpreter 

simultaneous－同時の 

interpreter－通訳 

＝同時通訳 

1045. シミュレーション simulation 
シミュレイション 

1.真似（マネ） 2.模擬試験 

←シミュレート simulate 

1.真似する 2.模擬実験をする 

→シミュレーター simulator 

         シミュレイター 

模擬実験装置 
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1046. シャイ shy 内気な，恥ずかしがり屋の 

 シャイガール shy girl 恥ずかしがり屋の娘 

1047. （Ｔ）シャツ  (T) shirt 

   シャート 

和製語。Ｔ型のシャツ 

1048. シャッター shutter 1.雨戸（アマド） 2.カメラの感光装置 

 シャッターチャンス shutter chance 写真撮影で，カメラのシャッターを切るべき 高の

瞬間 

cf. シャッター街 

鎧戸（ヨロイド）を降ろしたままの寂れた商店街 

1049. シャトル shuttle 1.往復運動 2.近距離往復バス 

→シャトルバス shuttle bus 

近距離往復用のバス 

1050. シャトー chateau フランス語。城 

＝英語の castle キャッスル 

1051. シャドー shadow 
シャドウ 

陰，影法師 

 シャドーボクシング shadow boxing 
シャドウ ボクシング 

相手がいるものと仮定してのボクシング 

1052. シャネル Chanel フランス語。 

フランスの著名な服飾デザイナーの名前。香水の名

でも有名となった 

1053. シャベル shovel 
シャブル 

砂，砂利，粘土等を掘削するための道具，スコップ

スコップ－schop オランダ語 

 シャベルカー shovel car 
シャブル カー 

土木作業用のシャベル付きの車 

1054. シャボン（玉） ／sabao 

＼jabon 

ポルトガル語 

スペイン語 

石鹸水の水滴を，短い管から吹き出させた泡（奇麗

な色が出る） 

1055. シャワー shower 俄か雨，また，噴水のように湯や水の出る所 

 シャワールーム shower room シャワーを浴びる所 

1056. シャンソン chanson フランス語の「歌」の事。現代フランスの大衆歌謡

1057. シャンデリヤ chandelier 
シャンデリアー 

天井等から吊るす装飾用電灯 

1058. シャンプー shampoo フランス語。1.洗髪剤 2.髪を洗う 

1059. シャンペーン champagne 
シャンペイン 

フランス語。乾杯用の白ブドウ酒。シャンパン 

1060. シャーク shark 1.鮫（サメ） 2.強欲（ゴウヨク）な人 

1061. シャーシー chasis フランス語 

1.車の車体 2.ラジオやテレビ等の組み立て台 
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1062. シャープペン  sharp pencil（シャープ ペンスル）の略。 

「鋭い鉛筆」では無い（単なる商標名←会社名から

採用した）。シャーペン 

1063. シャーベット sherbet 酒類に甘味料を添えて凍らせた氷菓子 

1064. シャーレ Schale ドイツ語。円形の浅いガラス製の容器（医療用） 

1065. シュノーケル Schnorchel ドイツ語 

1.潜水艦用の吸排気装置 

2.スキンダイビング用のＪ字形呼吸管 

スキンダイビング－skin diving 

水中肺，足ビレを付け，潜水服は着ない潜水法 

1066. シュプレッヒコール Sprechchor ドイツ語 

1.古代ギリシャの劇での合唱 

2.集団デモでの合唱 

デモ－demonstration 

   デモンストレイション 

示威運動 

1067. シュライン shrine 神社 

 シュライン アンド テン

プル 

shrine and temple shrine－神様 

and－と 

temple－お寺 

＝神社仏閣 

1068. シュレッダー shredder 裁断機（機密保持用で裁断する） 

shredder－shred シュレッド 

ズタズタに切る 

1069. シュークリーム chou a la creme 
シュ ア ラ クレーム 

フランス語。クリーム入りの洋菓子 

1070. シュータブル suitable 適している，ふさわしい 

：アンシュータブル unsuitable 

適しない，ふさわしくない 

1071. シュート shoot 1.射撃 2.ボール等を投げる 

1072. シェイク shake 振る 

 シェイクハンズ shake hands 手と手を握る（握手する） 

 シェイクアウト shake-out 1.景気後退 2.再編成 

1073. シェイム shame 恥じ，恥ずかしさ，羞恥心（シュウチシン） 

 シェイムレス shameless 恥知らず，羞恥心の無い 

1074. シェパード shepherd 元，「羊飼い」。今の番犬，警察犬 

1075. シェフ chef フランス語。コック長 

＝英語の chief チーフ 長 

コック長－kok 

オランダ語の「料理人」＝英語の cook クック 

1076. ショーウインドー show window 
ショウ ウインドウ 

陳列用のガラスケース 

 ショータイム show time 
ショウ タイム 

映画，演劇等の興行時間 
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 ショールーム show room 
ショウ ルーム 

商品の陳列室，展示室 

1077. ショールダーバッグ shoulder bag 
ショウルダー バッグ 

shoulder－肩 

＝肩掛けカバン 

1078. ショコラ chocolat フランス語。チョコレート 

＝英語の chocolate 

     チョーコレイト 

1079. ショック shock 打撃，衝撃 

 ショッキング shocking 衝撃的な 

1080. ショット shot 1.射撃 2.映画やテレビ等の一場面 

←shoot シュート 

1081. ショッピングカート shopping cart shopping－買い物の 

cart－（米）手押し車 

＝買い物用手押し車 

 ショッピングセンター shopping center 商店街 

 ショッピングモール shopping mall mall－（米）市場（イチバ） 

小売店が多数集まった大規模商業施設 

1082. ショップリフター shop lifter shop－店を 

lifter－持ち上げる人 

＝万引き犯人 

 ショップリフテイング shop lifting 万引き 

1083. ショベル shovel 
シャブル 

シャベル 

1084. ショーツ shorts 1.半ズボン 2.女性用の短い下履き 

1085. （電気の）ショート  short circuit（ショート サーキット）の略。 

電気の短絡（タンラク） 

 ショートカット short cut 1.近道 2.和製語「短髪」 

 ショートケーキ short cake 
ショート ケイク 

海綿状に泡立てた洋菓子 

 ショートステイ short stay 和製語。留学生の短期滞在 

1086. ショール shawl 肩掛け 

1087. シリアルズ cereals 
シアリアルズ 

穀物類。 

コーンフレークやオートミール等の加工食品 

コーンフレーク－corn flakes 

        コーン フレイクス 

玉蜀黍（トウモロコシ）を潰して焼いた食品 

オートミール－oat meal 

燕麦（エンバク＝カラス麦）を潰して煮た食品 

1088. シリアル ナンバー serial number 
シアリアル ナンバー 

serial－連続した 

number－番号 

＝連続番号 

1089. シリコン silicone 
シリコウン 

ケイ素化合物（耐熱性，断熱性が高い） 
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 シリコンバレー Silicone Valley 米国西部の工業地帯 

1090. シリンダー cylinder 円筒，円柱 

cf シリンダー錠 

＝固定された外の筒と，回転できない中の筒で開け

る錠 

1091. シリーズ series 
シアリーズ 

連続 

転じて，1.映画やテレビ等の連続物 2.野球の連続

試合 

1092. シルエット silhouette フランス語 

1.影法師（カゲボウシ） 2.姿や髪型の輪郭 

1093. シルク silk 絹 

 シルクロード Silk Road 中央アジア横断の交通路「絹の道」 

1094. シルバーシート silver seat silver－銀色の 

seat－座席 

和製語。電車，バス等の高齢者向け優先座席 

1095. シロップ siroop オランダ語。濃厚な砂糖の溶液 

1096. シンクタンク think tank think－考える 

tank－水槽，容器 

＝1.頭脳集団 2.調査研究団体 

1097. シンクロ  synchronized swimming（シンクロナイズド スイミン

グ）の略 

synchronized－同時に動く 

swimming－水泳 

＝音楽に併せて遊泳する技 

1098. シングルマザー single mother 一人で子育てする未婚の母 

1099. シンシア sincere 誠実な，真面目な（マジメナ） 

 シンセリティ sincerity 誠実さ，真面目さ 

1100. シンジケート syndicate 
シンデイケイト 

1.企業連合 2.（米）組織暴力団 

1101. シンセサイザー synthesizer 電子回路による同時音響装置 

←シンセサイズ synthesize 

（音声，音楽等を）電子的に合成する 

1102. シンデレラ Cinderella グリム童話集に出てくる少女 

転じて，突然，幸運を掴んだ人の事を「シンデレラ

ボーイ」と言う 

→グリム 

Friedrich Grimm フリードリッヒ グリム 

ドイツの作家（1723－1807） 

1103. シンドローム syndrome 
シンドロウム 

病的症候群 

→metabolic syndrome メタボリック シンドロウム

新陳代謝症候群 
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1104. シンパシー sympathy 同情 

←シンパサイズ sympathize 

同情する 

：アンテイパシイ antipathy 

1.反感 2.嫌悪（ケンオ） 

anti－反対の 

1105. シンフォニー symphony 交響曲 

 シンフォニー オーケスト

ラ 

symphony orchestra orchestra－管弦楽団 

＝交響曲楽団 

1106. シンプトム symptom 前兆，兆候 

1107. シンプル simple 単純な 

→シンプリテイ simplicity 

単純さ 

1108. シンポジウム symposium 元，古代ギリシャの「大宴会」。今，「公開討論会」

1109. シンボル symbol 1.記号，符号 2.象徴 

→シンボリック symbolic 

象徴的な 

 シンボルマーク symbol mark 和製語。特定団体や，その運動を示す図案やマーク

（目印 メジルシ） 

1110. シンメトリー symmetry 1.調和 2.左右対称 

 シンメトリカル symmetrical 1.調和の取れた 2.左右対称の 

1111. シーガル seagull 鴎（カモメ） 

1112. シークレット secret 1.秘密，機密 2.秘密の 

 シークレット サービス secret service 1.国家機密情報局 

2.私服で，要人の警護に当たる人 

1113. シーケンス sequence 
シークエンス 

1.順序 2.配列 

1114. シーサイドホテル seaside hotel 保養に適した海辺のホテル 

 シーショア seashore 海辺（ウミベ） 

 シーフード sea food sea－海の 

food－食べ物 

＝海産物，魚介類 

 シーライオン sea lion 海獺（アシカ） 

 シーレーン sea lane 
シー レイン 

sea－海の 

lane－通り，通路，小道 

＝海上交通路 

1115. シーソーゲーム seesaw game 
シーソー ゲイム 

seesaw－一進一退の 

game－ゲーム 

＝白熱戦，一進一退の熱戦 

1116. シート ／seat 

＼sheet 

座席 

敷布，シーツ 

 シートベルト seat belt 車や飛行機等の座席固定用のベルト 
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1117. シード seed 1.種 2.スポーツ，特に，テニスのシード選手 

1118. シープ sheep 羊 

1119. シームレス seamless 継ぎ目のない，縫い目のない 

←seam 継ぎ目，縫い目 

注：seem（シーム）と同音に注意 

1120. シーリアス serious 
シアリアス 

深刻な 

 シーリアスネス seriousness 
シアリアスネス 

深刻さ 

1121. シーリング ceiling 1.天井（テンジョウ） 2.予算の概算要求基準 

1122. シール seal 1.封緘（フウカン） 2.封をする 

1123. ジオグラフィー geography 地理，地理学 

 ジオロジー geology 地質学 

 ジオラマ diorama 
デイオラマ 

実際の風景に似せて，小型の模型を配置した物 

1124. ジクソーパズル jigsaw puzzle はめ絵。厚紙に印刷した絵を，バラバラにして，元

どおりの絵にする遊び 

1125. （筋）ジス muscular dystrophy 
マスキュラー デイストロ

フィー 

muscular－筋肉の 

－muscle マッスル 筋肉 

dystrophy－発育不良，発育異常 

筋肉の異常で，運動や歩行が困難になる病気 

1126. ジッパー zipper ＝（米）ファースナー fastener 

1127. ジプシー Gypsy インド北西部の移動生活をする少数民族。転じて，

放浪生活をする人の事も言う 

1128. ジム  gymnasium（ジムナジウム）の略。 

体育館，屋内体操場 

1129. ジャイアント giant 巨人 

ギリシャ神話の「巨人族」Gigantes に由来 

            ジャイガンテス 

 ジャイガンティック gigantic 巨人のように大きい 

1130. ジャイロスコープ gyroscope 回転機（駒を回転させる軸） 

 ジャイロコンパス gyrocompass 回転軸を利用した羅針盤 

←gyro 回転 

 scope 観察機械 

←compass 1.羅針盤 2.製図用両脚器 

1131. ジャケツ jacket 
ジャッキット 

1.毛糸編みの長袖（ナガソデ） 

2.レコード盤の覆い（オオイ） 

1132. （小文字の）ジャパン 

（小文字の）チャイナ 

japsn 

china 

漆器 

陶器 

1133. ジャズ jazz 米国生まれのポピュラー（popular）音楽 

1134. ジャッキ jack 

 

ジャックの訛り。重量物を持ち上げる器械 
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1135. ジャッジメント judgement 判断 

←ジャッジ judge 

1.判断する 2.審査員 

1136. ジャブ jab ボクシングで，腕だけで相手の顔を小刻みに叩く行

為 

1137. ジャム jam 果物に砂糖を加えて煮詰めた保存食 

1138. ジャンク（物） junk がらくた，屑（クズ） 

 ジャンクヤード junk yard ガラクタ物の置き場 

yard－物置き場 

→（米）庭園 

1139. ジャンクション junction 1.連結 2.高速道路の合流点 

1140. ジャングル jungle 密林地帯 

 ジャングルジム jungle gym gym－屋内体操場，体育館 

＝公園や運動場にある遊戯施設 

1141. ジャンパー jumper 1.跳躍の選手 2.前開き，軽装の作業用上着 

jumper－ジャンプ jump 

飛ぶ，跳躍する 

1142. ジャンボ jumbo 
ジャンボウ 

1.特大 2.巨漢 

 ジャンボジェット jumbo jet 
ジャンボウ ジェット 

和製語。大型のジェット旅客機 

jet－jet plane ジェット プレイン 

ジェット旅客機 

1143. ジャボリー jamboree 米国のボーイスカウト（Boy Scout）大会 

1144. ジャンル genre フランス語 分野。特に，文芸作品の，ある分野 

1145. ジャージー jersey 厚手のメリヤス生地。 

元，英国の Jersey 州原産の生地 

→メリヤス medias 

スペイン語。毛糸や綿糸で編んだ布地 

1146. ジャーナル journal 1.日刊新聞 2.定期刊行物 

 ジャーナリスト journalist 新聞，雑誌等の記者，編集者 

 ジャーナリズム journalism 新聞，雑誌等の時事問題記事，解説 

1147. ジュアリー jury 1.陪審員 2.審査委員会 

1148. ジュエリー jewelry 宝石類，貴金属 

1149. ジュゴン dugong インド洋の哺乳動物。別名：sea cow（シー カウ）

海牛 

1150. ジュニア junior 年下，下級生 

：シニア senior 年上，上級生 

1151. ジュバン gibao ポルトガル語。肌着，汗取り 

1152. ジュピター Jupiter 1.ローマ神話の「天空の神」 2.木星 

1153. ジュラルミン duralumin 軽合金。航空機等の骨組みに使う 
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1154. ジュース juice 1.果汁 2.液体 

→ジューシー juicy 

液体の，水分の多い 

1155. ジェットエンジン jet engine 航空機用の発動機（エンジン） 

 ジェットコースター jet coaster 和製語。遊園地等の高速走行車 

1156. ジェネシス ／Genesis 

＼genesis 

旧約聖書の「創世記」 

世界の始まり，起源 

1157. ジェネテイック genetic 遺伝子の 

←ジーン gene 

遺伝子 

 ジェネテイックモデイフィ

ケーション 

genetic modification 
ジェネテイック モデイフ

ィケイション 

遺伝子組み換え 

modification－modify モデイファイ 

組み替える，修正する 

1158. ジェネリック薬品 generic drug 
ジェネリック ドラッグ 

商標登録されていない安価な後発医薬品 

商標登録されていない－（no brand の） 

            ノウ ブランド 

1159. ジェノサイド genocide （民族の）大量虐殺 

1160. ジェラシー jealousy 嫉妬（シット），やきもち 

→ジェラス jealous 嫉妬深い，やきもちの 

1161. ジェル gel ドイツ語。ジェリー状に固定化したもの。特に，整

髪料や医薬品に使う 

1162. ジェンダー gender （文化的，社会的な役割上の）性区分 

 ジェンダーギャップ gender gap 和製語。男女間格差 

1163. ジョイ joy 喜び 

→ジョイフル joyful 

喜び溢れる 

1164. ジョギング jogging 健康増進のため，ゆっくり走る事 

jogging－ジョグ jog 

ゆっくり走る 

 ジョギングシューズ jogging shoes 和製語。ジョギング用の靴 

1165. ジョッキ jug ジャグの訛り。ビールを飲むための平底の容器 

（米）取っ手の付いた水入れ，水差し 

1166. ジョットパッド jot pad メモ帳 

jot－書き留める 

pad－はぎとり式のノート 

1167. ジョブハント job hunt 職探し，仕事探し 

job－仕事 

hunt－探し回り，狩り 

 ジョブホールダー job holder 
ジョブ ホウルダー 

1.定職のある人 2.（米）公務員 

holder－hold ホウルド 

持つ，所有する 

 ジョブワーク job work 1.賃仕事 2.（名刺等の）端物印刷（ハモノインサ

ツ） 
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1168. ジョーカー joker 
ジョウカー 

1.よく冗談を言う人 2.トランプのジョーカー 

トランプ－trump 

切り札，西洋カルタ 

←カルタ carta 

ポーランド語。＝英語の card カード 

1169. ジラフ giraffe 麒麟（キリン）。元，アラビア語の「早く歩け」の意

味 

1170. ジレンマ dilemma 
デイレマ 

二者択一の板挟み 

1171. ジーニアス genius 天才 

1172. ジーパン  jeans pants ジーンズ パンツ 

GI pants ジーアイ パンツ 

共に，ジーンズ製のズボンの事 

GI－government issue ガバーンメント イシュー 

government－政府の 

issue－支給品，官給品 

＝転じて，「軍人」の事 

軍人－すべて，政府からの支給品を身に着けている

から 

1173. ジープ jeep 四輪駆動の小型自動車。元は，商標名 Jeep 

1174. ジーン gene 遺伝子 

1175. ジンクス jinx （米語）勝負の世界で，縁起をかつぐ事 

1176. ジンジャーエール ginger ale 
ジンジャー エイル 

ginger－生姜（ショウガ） 

ale－飲み物 

＝生姜で味付けした飲み物 

1177. ジーメン G-men ＝Government Men（ガバーンメント メン）の略 

米国 FBI（米国連邦捜査局）の俗称 

FBI－Federal Bureau of Investigation 

フェデラル ビューロウ オブ インベステイゲイシ

ョン 

1178. スイッチ switch 
スウイッチ 

1.交替 2.電気の開閉器 3.鉄道の転換機 

 スイッチバック switchback 1.鉄道の折り返し 2.ジグザグの山道（ヤマミチ）

ジグザグ－zigzag 

曲がりくねった道や線 

1179. スウイミング swimming 水泳，泳ぐ事 

←スイム swim 

泳ぐ 

 スウイミング プール swimming pool 水泳用プール 

pool－小さな池，小池 

1180. スウイング swing 1.揺れ動く 2.ブランコ 

ブランコ－一説にポルトガル語とも言われる 

1181. スウイート sweet 1.甘い 2.甘さ 
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 スウイーツ sweets 飴類（アメルイ） 

＝キャンデイ candy 

飴菓子類 

 スウイートピー sweet pea 豆科の観賞用園芸植物 

pea－サヤエンドウ 

 スウイートポテト sweet potato 
     ポテイトウ 

薩摩芋（サツマイモ） 

1182. スウイートルーム suite room 和製語 

ホテルで，寝室や浴室等が揃って続きになった部屋

suite－続きになった，一続きの 

1183. スウイーパー sweeper 1.掃除人 2.掃除機 

←スウイープ sweep 

掃除する 

1184. スウエット sweat 汗 

→スウエッター sweater セーター 

毛糸で編んだ上着の総称 

1185. スカイダイビング skydiving 飛行機から降下して，パラシュートで目標地点に降

下する競技 

パラシュート－parachute 

落下傘 

 スカイラーク skylark 雲雀（ヒバリ） 

1186. スカウト scout 1.ボーイスカウト，ガールスカウトの一員 

2.軍隊の斥候（セッコウ） 

3.スポーツや芸能等で，新人を探す事 

←boy scout ボイ スカウト 

1910 年，米国で創設した 

←girl scout ガール スカウト 

1912 年，米国で創設した 

1187. スカウンドレル scoundrel 悪漢，無頼漢，ならず者 

1188. スカッドミサイル scud missile 
スカッド ミサイル 

scud－素早く走る 

missile－誘導弾 

＝すごく速いミサイル 

1189. スカラー scholar 1.学者 2.奨学金 

 スカラーシップ scholarship 1.学問 2.奨学金 

1190. スカル scull 左右両側で漕ぐボート（boat） 

           ボウト 

1191. スカルプチャー sculpture 彫刻 

1192. スカンク skunk イタチ科の小動物（敵に襲われると強烈な匂いを発

する） 

1193. スカート skirt 1.婦人服で，下半身を覆う服 2.物を保護する覆い

1194. スカーフ scarf 頭や首に巻き付ける布，襟巻き 

1195. スカーレット scarlet 深紅色（シンクイロ） 

1196. スキット skit 寸劇，ごく短い劇 
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1197. スキップ skip 1.拾い読み 2.軽く飛び回る 

1198. スキミング skimming 1.泡を掬い採る事 2.売上金をくすねる事 

1199. スキャン scan 1.細かく調べる 

2.コンピューターのスキャナーで読み込む 

コンピューター－computer 

スキャナー－scanner（走査機械） 

＝画像読み取り装置 

1200. スキャンダル scandal 1.醜聞 2.汚職事件 

 スキャンダラス scandalous 1.浅ましい 2.恥ずべき 

1201. スキューバダイビング scuba diving scuba－自給式の潜水用呼吸装置 

diving－潜水 

＝スキューバによる潜水 

スキューバ－Aqualung の新商標名 

      アクアラング 

1202. スキル skill 技術，技能 

 スキルアップ skill-up 技能向上，腕前を上げる事 

1203. スキーム scheme 1.事業計画 2.枠組み（ワクグミ） 

1204. スキーレゾート ski resort スキー用の行楽地 

resort－行楽地，保養地 

1205. スキンケア skin care 皮膚の手入れ 

care－注意，世話，手入れ 

 スキンシップ skin ship 和製語。母親と子供との肌の触れ合い 

 スキンヘッド skinhead 坊主頭（皮膚丸出しの頭） 

1206. スクイーズプレイ squeeze play squeeze－強く押し出す 

play－競技 

＝野球で，三塁走者を代打のバントで生還させる攻

撃法 

バント－bunt 

（米）野球のボールの「軽く打つ方法」 

1207. スクオンダー squander （時や金を）浪費する 

 スクオンダラー squanderer 浪費者 

1208. スクラッチノイズ scratch noise scratch－引っ掻く 

noise－音 

＝和製語。引っ掻き音 

1209. スクラップ ブック scrap book 新聞，雑誌等からの切り抜き帳 

scrap－破棄する，反故（ホゴ）にする 

 スクラップ アンド ビル

ド 

scrap and build 古くなった設備を解体して，新しい設備を造る事（設

備更新） 

1210. スクラム scrum ガッチリ腕を組んで，横隊を作る事 

1211. スクランブル scramble （軍隊機が）緊急発進する 

 スクランブル エッグ scrambled eggs 
スクランブルド エッグズ

半熟の煎り卵 
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 スクランブル クロスロー

ド 

scramble crossroad 
スクランブル クロスロウ

ド 

scramble－緊急発進できる 

crossroad－交差点 

＝歩行者が，自由に発進，横断できる交差点 

1212. スクリュー screw 1.螺子（ネジ） 2.船の船尾のスクリュー 

1213. スクリーン screen 1.テレビやコンピューターの画面 

2.屏風（ビョウブ） 

3.（米）網戸（アミド） 

1214. スクリーニング screening 1.選考 

2.（医学）病気の有無や薬物効果等をふるい分ける

行為 

3.映画の上映会←screen スクリーン 

1215. スクロール scroll 
スクロウル 

1.巻物（マキモノ） 2.渦巻模様 

3.コンピューターの画面の移動 

1216. スクーター scooter 自動変速装置の付いたオートバイ 

オートバイ－auto bicycle オート バイシクル 

和製語。自動二輪車 

1217. スクープ scoop 他社を出し抜いて，記者が重大ニュースを報道する

行為 

1218. スクールバス school bus 通学用のバス 

1219. スケジュール schedule 1.予定表，計画表 2.（米）時刻表 

1220. スケッチ sketch 1.写生 2.あらまし，概要 

 スケッチブック sketch book 写生帳 

1221. スケボー  skate board（スケイト ボード）の略。 

board－板，台 

＝板に足を乗せて地面を滑走するスポーツ用具 

1222. スケイプゴート scapegoat 
スケイプゴウト 

scapegoat－身代わり 

聖書の「贖罪の山羊（ヤギ）」 

←古代ユダヤで，民の罪を負わされて荒野に放され

た 

転じて，民衆の不平不満を逸らすための身代わりの

事 

1223. スケイル scale 1.ものさし 2.地図の縮図 3.天秤（テンビン） 

1224. スケレットン skeleton 骸骨。転じて，家や船等の骨組み 

1225. スコアブック score book score－競技の得点 

＝試合経過の記録帳 

 スコアボード score board board－（米）掲示板 

競技の得点を示す掲示板 

1226. スコープ scope 
スコウプ 

1.範囲 2.活動の余地（ヨチ） 

1227. スコップ schop オランダ語。通称：シャベル shovel 

              シャブル 

1228. スコール sqall 
スクオール 

激しい雨や雷を伴う雷雨 
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1229. スタイル style 1.様式 2.文体 3.服や髪形（カミカタチ） 

→スタイリッシュ stylish 

上品な，形の整った 

 スタイリスト stylist 美容師 

 スタイルブック style book 流行服等の型を示す本 

1230. スタジアム stadium 
ステイデイアム 

観覧席を備えた運動競技場 

1231. スタジオ studio 
スチュウデイオウ 

1.芸術家の仕事場 2.映画の撮影所 

3.ＴＶ，ラジオの放送室 

1232. スタッドレス タイヤ studless tire stud－鋲（ビョウ），釘（クギ） 

tire－tire，tyre 

＝和製語。雪道を滑らぬようにして走るタイヤ 

1233. スタッフ ／staff 

＼stuff 

職員 

材料 

1234. スタビライザー stabilizer 姿勢安定装置 

 スタビライズ stabilize 姿勢を安定させる 

 スタビリテイ stability 安定性 

1235. スタミナ stamina 持久力，根気，気力 

1236. スタメン  starting member（スターテイング メンバー）の略。

野球等競技の先発メンバー 

1237. スタンガン stun gun stun－気絶させる 

gun－銃，ピストル（pistol） 

＝高電圧で，人にショックを与え気絶させる銃 

1238. スタンス stance 態度，構え 

→ゴルフや野球等の足の位置 

1239. スタンダード standard 標準 

1240. スタンディング オベーシ

ョン 

standing ovation 
スタンディング オウベイ

ション 

standing－立ったままでの 

ovation－大喝采（ダイカッサイ） 

＝総勢，立ち上がっての大喝采 

1241. スタントマン stunt man stunt－1.曲芸，離れ業 2.危険な行為 

（米）映画撮影での危険箇所での代役 

1242. スタンド stand 1.立つ 2.屋台，売店 3.観覧席 

 スタンバイ stand by 1.待機 2.航海用語「用意せよ」 

1243. スタンプパッド stamp pad pad－台 

＝和製語 スタンプ台 

 スタンプラリー stamp rally rally－集める 

＝各地のスタンプを紙に押して廻る事 

1244. スターダスト star dust 星屑（ホシクズ） 小星団（ショウセイダン） 

1245. スターダム stardom （米）人気スターの地位，身分 
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1246. スタートライン start line 和製語 

正しくは，starting line スターテイング ライン 

出発地点 

1247. スティール ／steal 

＼steel 

盗む 

鋼鉄 

1248. スチュワデス stewardess 旅客機等の女性の客室乗務員 

 スチュワード steward 旅客機等の男性の客室乗務員 

cf cabin attendant キャビン アテンダント 

客室乗務員 

1249. ステイーム アイロン steam iron 
ステイーム アイロン 

（米）蒸気アイロン 

ion－鉄。転じて西洋ヒノシ 

1250. （発泡）ステイロール Styrol ドイツ語。合成ゴムの原料 

ゴム－gom オランダ語 

1251. スツール stool （ひじ掛けや背の無い）腰掛け 

1252. ステイショナリー stationery 文房具，筆記具 

 ステイショナリーショップ stationery shop 文房具店 

1253. ステージ stage 

ステイジ 

1.舞台 2.段階 

 ステージイベント stage event 

ステイジ イベント

和製語。舞台上での催し，行事 

1254. ステイタス status 社会的地位，身分 

1255. ステイプラー stapler 通称．ホッチキス は英語では通じない 

Hotchkiss＝考案者の名による商標名 

1256. ステッカー sticker 

ステイッカー 

（米）糊で張り付ける紙。特に，宣伝用の張り紙 

←stick 物を張り付ける 

1257. ステッキ stick 

ステイック 

洋風の杖（ツエ），ステッキ 

1258. ステップアップ step-up 1.上昇 2.増大，増加 

 ステップダウン step-down 1.低下 2.減少 

1259. ステレオタイプ stereo type stereo－固い 

type－型の 

＝1.固定観念 2.決まり文句 

1260. ステンドグラス stained glass 
ステインド グラス 

stained－着色した 

glass－ガラス 

＝教会の窓ガラス 

1261. ステンレス stainless 
ステインレス 

錆びない 

 ステンレス スチール stainless steel 
ステインレス ステイール

不錆鋼（フシュウコウ） 

1262. ステーキ stake 
ステイク 

焼き肉→ビフテキ beef stake 

         ビーフ ステイク 
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 ステーキハウス stake house 
ステイク ハウス 

ビフテキ屋 

1263. ストイシズム stoicism 禁欲，克己（コッキ） 

 ストイック stoic 禁欲的な，克己心のある 

1264. ストッキング stocking 女性用の長靴下 

1265. ストック stock 在庫，在庫品 

 ストックアウト stock out 在庫切れ 

 ストックコントロール stock control 
ストック コントロウル 

在庫管理 

1266. ストライキ strike 
ストライク 

1.労働者の集団的業務停止，同盟罷業（ドウメイヒ

ギョウ） 

2.学生，生徒の同盟休校 

1267. ストラテジー strategy 戦術，戦略 

 ストラテジスト strategist 1.戦略家 2.策士（サクシ） 

1268. ストーリッジ storage 1.貯蔵 2.コンピューターの記憶装置 

←store ストア 

1.貯蔵 2.店 

1269. ストリーキング streaking 全裸で公衆の面前を走り回る行為 

＝streak ストリーク 

1270. ストリート street 街路，通り 

 ストリートカー street car 路面電車 

1271. ストリーム stream 小川，流れ 

1272. ストレイ シープ stray sheep 迷える羊＝夏目漱石の言葉 

1273. ストレート ／strait 
 ストレイト 

＼straight 
 ストレイト 

1.海峡 2.苦境 

 

真っすぐな 

1274. ストレンジャー stranger 
ストレインジャー 

1.見知らぬ人 2.外国人 

←ストレインジ strange 

1.見知らぬ 2.奇妙な 

1275. ストレス stress （精神的）圧迫感，緊張感 

1276. ストレッチ stretch （手足を）真っ直ぐ伸ばす，広げる 

 ストレッチャー stretcher 担架（タンカ） 

1277. ストレングス strength 強さ 

←strong ストロング 

強い 

 ストレングスン strengthen 強くする，強化する 

1278. ストロベリー strawberry 
ストロウベリー 

苺（イチゴ） 

←straw ワラ 

 berry 食用の小果実 

1279. ストロボ  stroboscope（ストロボスコウプ）の略。 

写真撮影時の閃光装置 
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1280. ストローク stroke 
ストロウク 

1.脳卒中 2.一撃 3.水泳の一掻き（ヒトカキ） 

1281. ストーカー stalker しつこく人を追いかける人 

←ストーク stalk 

しつこく人を追いかける 

1282. ストーブ stove 
ストウブ 

（電気の）暖炉 

：（ガスの）暖炉 heater ヒーター 

1283. ストーリーテラー story teller 
ストウリー テラー 

子供達に話をする人 

1284. ストール stall 露店，（駅や市場の中の）売店 

（米）狭い仕切り部屋 

1285. ストーンヘンジ Stonehenge 
ストウンヘンジ 

英国南部の平原にある巨大な記念物 

1286. スナイパー sniper 狙撃手 

←スナイプ snipe 

狙撃する 

1287. スナック snack 軽食，おやつ 

 スナックバー snack bar 手頃に食事のできるバー 

bar－（カウンター形式の）飲食店 

カウンター－counter 調理台 

1288. スナップ写真 snap shot 
スナップ ショット 

早撮り写真 

1289. スニア sneer 嘲笑する，あざけり笑う 

1290. スニーカー sneaker ゴム底の運動靴 

←sneak スニーク 

こそこそ動き廻る 

1291. スニーズ sneeze 嚔（クシャミ）する 

1292. スヌーズ snooze うたた寝する 

＝nap ナップ 

昼寝する，うたた寝する 

1293. スネア snare 1.罠（ワナ） 2.人を陥れる（オトシイレル） 

1294. スネイク snake 蛇。転じて，冷酷非情の人 

1295. スネイル snail 蝸牛（カタツムリ） 

1296. スノウストーム snowstorm 吹雪（フブキ） 

 スノウスライド snow slide 雪崩（ナダレ） 

 スノウフォール snowfall 吹雪（フブキ） 

 スノウモービル snowmobile 
スノウモウビル 

雪上車 

←mobile 動きやすい 

cf スノボ snow board（スノウ ボード）の略。 

snow－雪の 

board－板，台 

＝雪上を滑走する競技 
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1297. スパ spa 1.温泉（ベルギーの温泉地名から採った名） 

＝spring スプリング 

2.ヘルスクラブ（プールやサウナを備えた健康増進

施設） 

プール－pool 

サウナ－sauna（浴場） 

1298. スパイ spy 間諜（カンチョウ），密偵（ミッテイ） 

1299. スパイク  spiked shoes（スパイクト シューズ）の略。 

靴底にスパイクの付いた運動靴 

スパイク－spike 金具の釘 

1300. スパイス spice 香辛料 

1301. スパイダー spider 蜘蛛（クモ） 

 スパイダーズウエブ spider's web 蜘蛛の巣 

＝cobweb コブウエブ 

cf World Wide Web ワールド ワイド ウエブ 

＝WWW（トリプル ダブリュー） 

＝インターネット 

1302. スパイラル spiral 1.螺旋（ラセン），渦巻き 2.物価の急上下 

1303. スパゲッテイ spaghetti イタリア語。 

細長で棒状のメン類。その代表がパスタ pasta 

1304. スパコン  super computer（スーパー コンピューター）の略。

高速，強力のコンピューター 

1305. スパナ spanner 
スパナー 

ボルトやナットを回す器具 

ボルト－bolt ボウルト 

締め釘 

ナット－nut 

螺子（ネジ） 

1306. スパルタ Sparta ギリシャ南部に，紀元前９－８世紀に栄えた国 

→スパルタ教育＝厳しい規律，訓練を重視した教育

1307. スパロー sparrow 
スパロウ 

雀（スズメ） 

1308. スパーク spark 火花，放電 

→スパークル sparkle 

火花を散らす 

1309. スパート spurt 競泳や競争等で全速力を出す事 

→ラストスパート last spurt 

後の全速力 

1310. スパーブ superb 極上の，素敵な 

 スパーブ ビュー superb view 素敵な眺め 
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1311. スパン span 1.短時間 2.寿命 

→ライフスパン life span 

life－生命の 

span－長さ，時間 

＝寿命 

cf 平均寿命 

average lifespan アバリッジ ライフスパン 

1312. スパンコール  spangle（スパングル）の訛り。 

よく光る婦人服（ドレスや舞台衣装等） 

1313. スピリット spirit 1.精神 2.蒸留酒 

 

 スピリチュアル spiritual 精神的な 

 スピリチュアリズム spiritualism 精神主義，唯心論 

1314. スピン spin 1.回転 2.回転する 

 スピンオーフ spin-off 1.波及効果 2.副産物 

cf 副産物 by-product バイ プロダクト 

1315. スピンドル spindle 1.回転軸 2.巻き取り器 

1316. スピーカー speaker 1.話し手 2.音響機器 

←スピーク speak 

話す 

→ラウド スピーカー loud speaker 

loud－大きな音の 

speaker－スピーカー 

＝拡声器 

1317. スピーチ speech 1.演説 2.（役者の）セリフ 

←スピーク speak 

1318. スピードアップ speed-up 速度を上げる事 

 スピードダウン speed-down 速度を落とす事 

1319. スフィンクス Sphinx 1.ギリシャ神話の，上半身女性で下半身ライオンの

怪物 

2.古代エジプトの巨大な石像 

1320. スプラウト sprout 新芽，若枝 

←spring スプリング 

芽を出す 

1321. スプリット split 1.割れ目 2.仲間割れ 

3.体操の前開脚飛び 

4.ボウリングで，ピンが両方に分かれた状態 

ボウリング－bowling 

室内競技の一つ（ボーリング） 

1322. スプリンクラー sprinkler 散水用，防火用の水撒き機 

←sprinkle スプリンクル 

水を撒く 

 スプリング spring 1.春 2.バネ 

3.スプリングコート spring coat の略 
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 スプリング エクイノック

ウ 

spring equinox 春分 

equinox－equi（等しい）＋nox（夜） 

1323. スプリント sprint 陸上競技の短距離レース 

1324. スプレー spray 
スプレイ 

霧吹き，噴霧器（フンムキ） 

1325. スプール spool （米）糸巻き （英）釣り糸 

1326. スプーン spoon 1.匙（サジ） 

2.（ゴルフの）３番ウッド 

1327. スペア spare 1.節約する 2.予備品 

1328. スペード spade 
スペイド 

1.掘削用の鋤（スキ） 

2.鋤で掘り起こす 

3.トランプのスペード 

トランプ－card カード 

 スペードワーク spade work 
スペイド ワーク 

1.重労働 

2.骨の折れる基礎研究 

1329. スペキュレーション speculation 
スペキュレイション 

1.推測，推量 2.投機 

←speculate スペキュレイト 

1.推測する 2.投機する 

1330. スペクタクル spectacle 1.壮観 2.見世物（ミセモノ） 

→spectacular スペキュタクラー 

1.壮観な 2.見世物の 

1331. スペクター specter, spectre 幽霊，お化け 

1332. スペクトラム spectrum 電磁波 

＝フランス語の spectre スペクトル 

1333. スペシャル special 特別の 

 スペシャリテイ specialty 1.特別 2.専門性 

 スペシャリスト specialist 専門家 

1334. スペシメン specimen 見本，標本 

1335. スペック  speculation（スペキュレイション）の略。 

機械類の構造や性能等を示したもの。 

仕様書（シヨウショ） 

1336. スペイスシャトル space shuttle shuttle－二点間を結ぶ定期性の往復便 

米国開発の宇宙往復用の有人宇宙船 

cf シャトルバス shuttle bus 

近距離を一定間隔で往復運行するバス 

1337. スポイド spuit 
スポイド 

オランダ語。 

インクや液体を吸い上げ他に移す器具 

1338. スポイル spoil 1.台なしにする 2.子供を甘やかす 

1339. （人気）スポット spot 1.場所，地点 

2.スポットライトの略 

スポットライト－spot light 

集中照明。転じて，世間の注目 
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1340. スポンサー sponsor 1.資金を出す援助者 

2.放送番組等の広告主 

1341. スポンジ sponge 1.海綿 2.外科用殺菌ガーゼ 

ガーゼ－Gaze ドイツ語。医療用綿布 

1342. スポークスマン spokesman 
スポウクスマン 

代弁者，政府等の見解を発表する人 

1343. スポーツウエア sports wear 運動時に着る服 

 スポーツカー sports car 運転を楽しむ娯楽用の車 

 スポーツクラブ sports club 1.運動部 2.スポーツの会員制組織 

 スポーツジム sports gym 体育館，屋内体操場 

gym－gymnasium ジムナジウムの略 

 スポーツドリンク sports drink スポーツ時に飲む清涼飲料 

 スポーツマンシップ sportsmanship スポーツマンらしい態度 

1344. スマイル smile 微笑，ほほえみ 

1345. スマート smart 1.洗練された 2.（米）利口な 

1346. スマホ  smart phone（スマート フォウン）の略。 

インターネット機能を備えた携帯電話 

1347. スムーズ smooth 滑らかな 

：ラフ rough 

雑な，粗い 

1348. スモッグ smog ＝smoke（煙）と fog（霧）との合成語 

 スモウク     フォッグ 

1349. スモーク smoke 
スモウク 

1.煙 2.喫煙 

→スモーキング smoking 喫煙 

        スモウキング 

→ノースモーキング no smoking 禁煙 

          ノウ スモウキング 

1350. スモールレター small letter 小文字 

：キャピタルレター capital letter 

大文字 

1351. スライス slice 1.薄切り 

2.ゴルフで，打者のボールが右や左に流れて飛ぶ事

1352. スライド slide 1.滑らせる 2.日程をずらす 

3.賃金を物価に合わせる 

1353. スラッガー slugger 1.野球の強打者 2.ボクシングのハードパンチャー

ボクシング－boxing 

ハードパンチャー－hard puncher 

1354. スラッガード sluggard 怠け者，不精者（ブショウモノ） 

←スラッグ slug 

蛞蝓（ナメクジ） 

1355. スラックス slacks ズボン（元，女性用だった） 

jupon（フランス語） 
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1356. スラム slum 貧民街 

1357. スラング slang （特定の社会や集団の）通用語，俗語 

1358. スランプ slump 1.経済の不況 2.心身の一時的不調 

1359. スリム slim ほっそりした 

 スリムボデイ slim body ほっそりした体つき 

1360. スリーＤ  三次元 

D：dimension－次元 

1361. スリッパ slipper 
スリッパー 

室内ばき 

1362. スリップ slip 1.滑る 2.女性用の体操着 

1363. スリル thrill 身震い 

 スリリング thrilling 身震いするような 

1364. スレイブ slave 奴隷 

→スレイバリー slavery 

奴隷の境遇 

1365. スレッジ sledge 橇（ソリ） 

1366. スレート（瓦） slate 
スレイト 

石板瓦（セキバンガワラ） 

屋根葺き用の石材 

1367. スレンダー slender ほっそりした 

1368. スローガン slogan 
スロウガン 

（政治的，社会的）標語 

1369. スローステップ slow step 
スロウ ステップ 

のろい足取り 

step－足の運び，足取り 

 スローペース slow pace 
スロウ ペイス 

のろい速度 

pace－歩調，速度 

1370. スロープ slope 
スロウプ 

斜面，傾斜地 

1371. スローモー  slow motion（スロウ モウション）の略。 

のろい動き 

motion－動作，運動 

1372. スワロー swallow 
スワロウ 

燕（ツバメ）。「飲み込む」と言う意味もある 

1373. スワン swan 白鳥 

1374. スーツ suit 衣服の上下一揃い 

 スーツケース suit case 
スート ケイス 

旅行用の衣類カバン 

1375. スーパー  super market（スーパー マーキット）の略。 

セルフサービス方式の大規模小売店 

セルフサービス－self-service 

 スーパーマン superman 超人，超能力の人 

 スーパーバイザー supervisor 1.監督 2.（米）公立校の指導主事 
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1376. スーパーフィシャル superficial 表面的な 

 スーパーフィシャリテイ superficiality 浅薄，浅はか 

 スーパーモデル supermodel 
スーパーモデウル 

超一流の世界的なモデル 

cf モデル model（モデウル） 

1.模型 2.ファッションモデルの略 

ファッションモデル－fashion model 

→ファッションショウ（fashion show）で新型や流行

の服を着て，人に見せる人 

1377. スープ soup cf コンソメ consomme 

フランス語。住んだスープ 

cf ポタージュ potage 

フランス語。濃いスープ 

1378. スーブニール souvenir フランス語。土産物 

＝英語のスーベニア souvenir 

1379. ズボン jupon フランス語。元は女性用下履き。今は，男性用パン

ツ 

パンツ－pants ズボン下 

1380. ズー  zoological garden（ズオロジカル ガードウン）の略。

動物園 

1381. ズーム zoom 1.（物価等の）急上昇 2.写真や映画の拡大 

 ズームレンズ zoom lens 写真で，被写物を拡大縮小するレンズ 

1382. セオリー theory 1.理論 2.学説 

 セオリテイカル theoretical 理論的な 

1383. セカンド second 1.二番目 2.砂 

 セカンダリー secondary 1.二番目の 2.二次的な 

 セカンド オピニオン second opinion 別の医師の第二の診断 

 セカンドハンド secondhand 中古品。略称：セコハン 

 セカンドライフ second life 和製語。定年退職後の第二の人生 

1384. セキュリテイ security 1.安全 2.防衛，防御 

←セキュア secure 

1.安全な 2.心配の無い 

1385. セクション section 1.部品 2.新聞，雑誌等の一節 3.会社の一部門 

 セクター sector 1.部門 2.分野 

 セクト sect 1.宗教上の一宗派 2.派閥 

1386. セクハラ  sexual harassment（セクシュアル ハラスメント）の

略。性的嫌がらせ 

1387. セサミー sesame 胡麻（ゴマ） 

1388. セシウム cesium, caesum アルカリ性金属元素 

アルカリ－alkali アラビア語 

1389. セッション session 1.ある活動の集まり 2.会議や議会の開会 
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1390. セパレーション separation 
セパレイション 

1.分離，分別 2.（米）除隊 

←セパレート separate セパレイト 

分離する，分ける 

1391. セピア色 sepia color 
セピア カラー 

黒褐色（コクカッショク） 

1392. セミコロン semicolon 英語の句読点の一つ 記号； 

1393. セミナー seminar 1.演習 2.大学の研究室 3.討論集会 

 ゼミナール Seminar ドイツ語 

教員の指導下で，少数の学生が研究発表等をする事

1394. セメント cement 石灰石や粘土等を焼いて粉末状にした物 

 セメントモルタル cement mortal セメントや砂等を混ぜて作った接合剤。家屋の外壁

等に塗る。通称：モルタル 

1395. セラピー therapy 薬や手術を用いない治療 

 セラピスト therapist 物理療法や心理療法等の治療師 

1396. セラミックス ceramics 陶磁器類 

1397. セルフサービス self service 飲食店や商店等で，客が品を自分で選び運ぶ方式 

 セルフタイマー self timer カメラのシャッター（shutter）を自分で選んで切る

方式 

 セルフヘルプ self help 患者や障害者の自助行為 

self－自らを 

help－助ける 

 セルフポートレート self portrait 
セルフ ポートレイト 

self－自分の 

portrait－画像 

＝自画像 

 セルフメディケーション self medication 
セルフ メディケイション

self－自らの 

medication－薬物，薬剤 

＝医者に罹らずに，自分の責任で医療行為をする事

（自分で薬を選び処方，服用する行為） 

←medicate メデイケイト 

医薬品で，治療をする 

1398. セルラーフォン cellular phone 
セルラー フォウン 

（米）携帯電話 

cell＝（米）cell phones（セルフォウンズ）の略 

1399. セルロイド celluloid ニトロセルローズに樟脳等を混ぜて造った半透明の

プラステイック 

ニトロセルローズ－nitrocellulose 硝酸繊維 

プラステイック－plastic 合成樹脂 

←玩具や文房具等に用いる 

1400. セレクション selection 選択 

←セレクト select 

選ぶ 

1401. セレブ  celebrity（セレブリテイ）の略。 

芸能界や社交界の著名人，名士 

1402. セレモニー ceremony 儀式 
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1403. セレーヌ serene （空や天気が）晴れた，穏やかな 

→セレニテイ serenity 

天気晴朗，穏やかさ 

1404. セロテープ  cellophane（セロファン）と tape（テイプ）との合成

語 

cellophane－フランス語 

tape－英語の「平ヒモ」 

1405. セロリー celery 芹（セリ）科の食用野菜 

1406. セーター sweater 
スウエッター 

毛糸編みの上着（ウワギ） 

－sweat スウエット 

汗（アセ） 

1407. センサス census 人口調査，国勢調査 

1408. センサー sensor 温度，圧力，光等の検知器 

1409. センシテイブ sensitive 敏感な 

 センシテイビテイ sensitivity 感受性，感度 

1410. センシブル sensible 賢明な，分別（フンベツ）のある 

←センス sense 

1.感覚 2.認識力 

1411. センセイション sensation 1.感覚 2.大騒ぎ 3.認識力 

 センセイショナル sensational 1.すばらしい 2.人騒がせな 

1412. センチュリー century 世紀，百年 

1413. センテイメンタル sentimental 感傷的な，人の感傷をそそる 

 センテイメント sentiment 1.感傷 2.涙もろさ 

1414. セーフガード safeguard 
セイフガード 

保護手段，防衛手段 

 セーフテイゾーン safety zone 
セイフテイ ゾウン 

safety－安全 

zone－地帯，区域 

歩行者用の安全地帯 

 セーフテイネット safety net 1.安全地帯 2.失業や貧困等に対する救済策 

1415. セーラー sailor 
セイラー 

船員 

←セイル sail 

船の帆，航海 

1416. セールスマン salesman 
セイルズマン 

男性の販売員 

 セールスウーマン saleswoman 
セイルズウーマン 

女性の販売員 

1417. ゼッケン番号  語源としてドイツ語の Decke「馬の鞍」（デック）と

言うが詳細不明。通常，スポーツ選手や競走馬につ

ける番号札の事を言う 

1418. ゼネコン general constructor 
ジェネラル コンストラク

ター 

／contractor 

総合建設業者 
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1419. ゼブラ zebra 
ジーブラ 

縞馬（シマウマ） 

1420. ゼミ  Seminar（ゼミナール）の略。ドイツ語 

1.大学の教育方法の一つ。 1.演習 2.講演会 

1421. ゼラチン gelatine 誘導蛋白質の一種，食用や接着剤に利用する 

1422. ゼラニューム Geranium ラテン語。鉢植え用の花（異臭あり） 

1423. ゼリー jerry 
ジェリー 

パン等に塗る果汁 

→fruits jerry フルーツ ジェリー 

1424. ゼロ ZERO 
ジアロウ 

０の事。アラビア語の「空っぽ」の意味 

 ゼログラビテイ zero gravity 
ジアロウ グラビテイ 

zero－無の 

gravity－重力，引力 

＝無重力状態 

 ゼロトレランス zero tolerance 
ジアロウ トレランス 

zero－無の 

tolerance－忍耐，我慢 

＝非寛容，全く許さぬ態度 

←tolerant 寛大な，忍耐力のある 

1425. ソイソース soy sauce soy－醤油 

sauce－液体 

＝醤油 

 ソイビーン soy bean 大豆（ダイズ） 

1426. ソウル ／sole 

＼soul 

唯一の 

魂，霊魂 

1427. ソケット socket 
ソッキット 

電流を流すプラグの差し込み 

プラグ－電気の差し込み 

1428. ソックス socks 短い靴下 

1429. ソテー sauter フランス語。肉，魚，野菜等を炒めた料理 

1430. ソナタ sonata イタリア語。独奏や重奏の器楽形式 

 ソナチネ sonatine イタリア語。教材用のピアノ独奏曲 

1431. ソネット sonnet 近代ヨーロッパ文学の 14 行詩 

1432. ソファ sofa 
ソウファ 

長椅子 

1433. ソフィスト sophist 1.奇弁家 2.屁理屈屋（ヘリクツヤ） 

 ソフィストリー sophistry こじつけ，奇弁 

1434. ソフォモア sophomore 1.大学，高校の二年生 2.二年生議員 

1435. ソフトウェア software コンピューターの利用技術 

：ハードウエア hardware 

コンピューターの機械装置 

 ソフトドリンク soft drink 清涼飲料（ジュース類） 

 ソフトボール softball 柔らかなボールでの野球，軟式野球 

 ソフトランディング soft landing 軟着陸 
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1436. ソプラノ soprano イタリア語。女性の 高の音声 

：バス bass 

男性の 低の音声 

1437. ソブレン sovereign 君主，支配者 

 ソブレンティ sovereignty 主権，統治権 

1438. ソムリエ sommelier フランス語 

フランス料理店で，ワインの仕入れや管理等をする

専門職 

1439. ソリシタス solicitous 他人の健康を案じるような 

 ソリシチュード solicitude 気遣い，配慮 

1440. ソリッド solid 固体の 

→ソリデイテイ solidity 

固体 

1441. ソリューション solution 1.解決 2.回答 3.溶解 

←ソリュート solute 

（化学）溶質（溶媒に溶けた物質） 

1442. ソルステイス solstice 太陽が赤道から北または南に も遠く離れた時 

→サマーソルステイス summer solstice 

夏至（６月 21 日ごろ） 

→ウインターソルステイス winter solstice 

冬至（12 月 21 日ごろ） 

1443. ソロ solo イタリア語。 1.単独の 2.独奏，独唱 

 ソロイスト soloist 独唱者，独奏者 

＝ソリスト soliste フランス語 

1444. ソロプテイミスト Soroptimist 職業を持った女性等で成る国際的福祉団体 

1445. ソーイング sewing 
ソウイング 

縫い物，裁縫 

←sew ソウ 

縫い物する 

 ソーイングマシーン sewing machine 
ソウイング マシーン 

縫い物用機械，ミシン 

1446. ソーシアル オーダー social order 
ソウシヤル オーダー 

社会秩序 

 ソーシアル サイコロジー social psychology 
ソウシャル サイコロジー

社会心理学 

 ソーシアル ワーカー social worker 
ソウシャル ワーカー 

民生委員，社会事業の相談員 

1447. ソーセージ sausage 
ソーシッジ 

牛，豚，羊等の腸詰め保存食品 

1448. ソーダ soda 
ソウダ 

炭酸水，炭酸清涼飲料水 

1449. ソード アンド アロウ sword and arrow 弓と矢＝弓矢 
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1450. ソーナー sonar ＝so
．．

und na
．．

vigation r
．
anging 

sound－音 

navigation－操縦 

ranging－照準合わせ 

サウンド ナビゲイション レインジング 

水中音波探知機 

1451. ソープ soap 
ソウプ 

石鹸（セッケン） 

 ソープランド soap land 和製語。女性が接待する個室型浴場 

1452. ソーラー solar 
ソウラー 

太陽の 

：ルーナー lunar 

月の 

 ソーラー エクリップス solar eclipse 
ソウラー エクリップス 

eclipse－太陽，月の食 

＝日食 

 ソーラーカー solar car 
ソウラー カー 

太陽電池で走らせる車 

 ソーラー ハウス solar house 
ソウラー ハウス 

太陽光発電装置を備えた家 

1453. ソンバー sombre 1.暗い，陰気な 2.曇った，薄暗い 

 ソンバー デイ sombre day 曇り日 

1454. ゾーン zone 
ゾウン 

（特殊な目的で区分された）地帯，地域 

→ゾーニング zoning（ゾウニング） 

目的別地域区分作業 
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【タ行の部】 

1455. タイアップ tie-up （米）提携，協力 

1456. タイクーン tycoon （政界，財界等の）実力者，大物（オウモノ） 

→ビジネス タイクーン business tycoon 

実業界の大物 

1457. タイタン Titan 1.ギリシャ神話に出てくる巨人 

2.産業界や芸能界等の巨匠，大家（タイカ） 

1458. タイダル ウエーブ tidal wave 
タイダル ウエイブ 

1.津波 2.世論の高まり 

tidal－潮の 

wave－波 

←tide タイド 

波，潮 

1459. タイトル title 1.本，絵，音楽等の題名 2.肩書 3.選手権 

 タイトルマッチ title match 選手権を争う試合 

1460. タイフーン typhoon 台風（主に，太平洋西部で起こる暴風） 

1461. タイブレーク tie-break 
タイ ブレイク 

テニスで，カウントが同点になった時，２ポイント

以上先取した方が勝者になる方式 

1462. タイマー timer ストップウオッチやタイマーの略語 

ストップウオッチ－stop watch 

競技や研究等で，秒以下まで綿密に測る時計 

←timer 時計 

←セルフタイマー self timer 

カメラのシャッター（shutter）を自動で切る装置 

1463. タイミング timing 適当な時を見計らう事，時宜を得る事 

1464. タイムアウト time-out 時間ぎれ，一時中止 

 タイムオフ time-off 
タイム オウフ 

休暇や病気等での休日 

 タイムカプセル time capsule 
タイム キャプスール 

今の文書や物を中に収め，将来の発掘を期して地中

に埋める小さな容器 

←カプセル／capsule 小さな容器 

     ＼Kapsel ドイツ語 

1.飲みにくい薬を入れて，飲み易くする小さな容器

2.宇宙飛行体の気密容器 

 タイムカード time card 勤務時間記録表 

 タアイムキーパー time keeper 時間記録係 

keeper－管理者 

 タイムスリップ time slip 和製語 

ＳＦ等で，実際時間をずらせて過去や未来に移行さ

す事 

ＳＦ－science fiction－サイエンス フィクション 

空想科学小説 

 タイムテーブル time table 
タイム テイブル 

時間表 

table－表，目録，一覧表 
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 タイムラグ time lag lag－ずれ，遅れ 

＝時間のずれ 

 タイムリミット time limit 時限，日限 

limit－期限，限度，限界 

 タイムリー timely 時宜を得た 

→タイムリーヒット timely hit 

野球の適時打 

 タイムレコーダー time recorder 出勤等の時間を記録する機械 

1465. （車の）タイヤ tire, tyre 車の車輪に嵌めるゴム製の輪，車輪 

ゴム－gom オランダ語 

1466. タイラント tyrant 独裁者，専制君主 

1469. タイル tile 屋根，壁，床（ユカ）等の瓦。化粧タイル 

1470. タウンミーテイング town meeting town－町の 

meeting－集会 

一般市民と政治家，政府機関等との対話集会 

1471. タオル towel 
タウエル 

手拭（テヌグイ） 

1472. タクシー taxi 町中で求めに応じて，車を走らせる営業用の車 

 タクシースタンド taxi stand 駅前等のタクシーの乗り場 

 タクシーチケット taxi ticket 
タクシー チッケット 

和製語。タクシー乗車券 

 タクシードライバー taxi driver タクシーの運転手 

1473. タクト tact ドイツ語。指揮棒 

1474. タグボート tugboat 
タグボウト 

←tug 曳く，引っ張る 

大型船を曳いて多の船を移動させる小型の舟，挽き

船（ヒキブネ） 

1475. タスク task 仕事，職務 

1476. タックス tax 税 

 タックスフリー tax free 無税，非課税 

←～ free－～の無い 

 タックスヘイブン tax haven 租税回避地 

haven－1.港 2.避難所 

1477. タックル tackle 1.取り組み 2.取り組む 

1478. タッグ tag 二人一組になる 

 タッグマッチ tag match プロレス等で，二人一組で戦う試合 

プロレス－professional wrestling（プロフェッショナ

ル レスリング）の略 

1479. タッチパネル touch panel 
     パヌル 

touch－触れる，触る 

panel－1.羽目板 2.画板（ガバン） 

画面に表示されたメニューを押して，コンピュータ

ーの操作をする入力装置 
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1480. タッパー  tupperware（タッパーウエア）の略。 

元，商標名。食品保存用のプラステイック製の密封

容器 

プラステイック－plastic 

1481. タップダンス tap dance 底に，金属の板を付けた靴で，床を踏み鳴らしなが

ら踊る舞踊 

1482. タトウー tattoo 入れ墨（文身，刺青） 

1483. タフ tough 丈夫な，粘り強い 

1484. タブー taboo 禁制，法度（ハット） 

1485. タブレット tablet 1.錠剤 2.コンピューターの入力装置 

1486. タブロイド tabloid 新聞紙の半ページ大の広さの大衆紙 

1487. タペストリー tapestry 綴れ織りの絨毯（ジュータン） 

1488. タラップ trap オランダ語。船舶，航空機の昇降用ハシゴ 

ハシゴ ladder 又は gangway 

    ラッダー ギャングウエイ 

1489. タルト taart オランダ語。柚子（ユズ）をカステラで巻いた菓子

カステラ－castella 

ポーランド人が長崎に伝えたと言われる菓子 

1490. タレント talent 1.才能 2.芸能人 3.テレビ等の出演者 

1491. タワー tower 塔 

 タワーマンション tower mansion 和製語。塔のように聳えた高層のマンション 

1492. タンカー tanker （石油輸送用の）輸送船 

←タンク tank 

1.容器 2.戦車 

←タンクローリー tank lorry タンク ロリー 

（米）truck トラック 

貨物自動車 

1493. タングステン tungsten 元，スエーデン語の「重い石」の事。今は電球等に

使う金属元素 

1494. タンゴ tango 19 世紀末，アルゼンチンで流行った音楽 

アルゼンチン－Argentine 南米 

1495. タンジブル tangible 1.手で触れられる 2.有形の 

 タンジブル アセット tangible asset 有形資産 

：インタンジブル intangible 

1.手で触れられない 2.無形の 

：インタンジブルアセット intangible asset 

無形資産 

1496. タンブラー tumbler 平底の大型コップ 

コップ－kop オランダ語。 

ガラス製の飲み物容器 

1497. ターキー turkey 七面鳥（シチメンチョウ） 

1498. ターゲット target 目標，標的 
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1499. タートルネック turtle neck turtle－亀の 

neck－首 

＝セーター等の，首に沿って折り返す襟（エリ） 

1500. ターニングポイント turning point 1.折り返し点 2.転機 

←ターン turn 

折り返す，曲がる 

1501. タービン turbine 蒸気，水力，ガス等で動かす原動機 

 タービンポンプ turbine pump 
タービン パンプ 

turbine－流体の運動を，回転動力に変える原動機 

pump－揚水機 

 ターボエンジン turbo engine タービンで動かすエンジン 

 ターボジェット turbojet plane 
ターボジェット プレイン

タービンで動かすジェット飛行機 

1502. ターミナル terminal 1.終末の 2.鉄道，バス等の終点 

 ターミナルビル  terminal building（ターミナル ビルデイング）の略 

鉄道やバス停留所周辺のビル 

1503. ターミネーション termination 
ターミネイション 

終末，終了 

 ターミネーター terminator 
ターミネイター 

1.事を終わらせる人 

2.月や惑星等の明暗の境界線 

1504. ターン turn 1.曲がる 2.回転させる 

→アイターン I turn 

和製語。都会出身者が，地方で就職，その地に定住

する事 

→ユーターン U turn 

和製語。車が，Ｕ字形に進路変更（バック）する事

1505. ターンオーバー turnover 1.資本や商品の回転率 

2.皮膚の新陳代謝 

3.アメフトやバスケで，攻撃中に反則を犯す事 

アメフト－American football（アメリカン フットボ

ール）の略。 

米国では，単に「football」と言う 

バスケ－basketball（バスキットボール）の略。 

籠球（ロウキュウ） 

1506. ダイアグノーシス diagnosis 
ダイアグノウシス 

医師の診断 

 ダイアグノーズ diagnose 
ダイアグノウズ 

診断する 

1507. ダイアモンド diamond 1.ダイヤ 2.野球の内野 

1508. ダイアリー diary 日記，日誌 

1509. ダイアル dial 1.時計の文字盤 2.電話や金庫等のダイヤル 

1510. ダイアローグ dialogue 
ダイアロウグ 

対談，談話 

：モノローグ monologue 

1.独白，独り言 2.一人芝居（ヒトリシバイ） 
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1511. ダイエット diet 「食事」。 

転じて，美容や健康のため，食事量や種類を制限す

る事 

1512. ダイオード diode 
ダイオウド 

二極真空管 

1513. ダイオキシン dioxin 
ダイオクシン 

毒性の強い除草剤。化学兵器にも利用される 

1514. ダイカスト die-cast 鋳型で鋳造する 

 ダイカステイング die-casting 鋳型による鋳造 

1515. ダイジェスト digest 1.消化する 2.文芸作品の梗概，あらまし 

1516. ダイナスト dynast 1.近代王朝の君主 2.主権者 

 ダイナステイ dynasty 王朝，王家（オウケ） 

1517. ダイナマイト dynamite ニトログリセリンを素材とする爆薬 

ニトログリセリン－nitroglycerine 

無色で液状の爆薬 

1866 年，Alfred Bernhard Nobel 

    アルフレッド バーナード ノーベル 

スエーデンの化学者（1833－1896）が発明した 

1518. ダイナミック dynamic 活動的な 

 ダイナモ  dynamometer（ダイナモミーター）の略。 

1.発電機 2.動力計 

1519. ダイニング dining 食事 

 ダイニングテーブル dining table 
ダイニング テイブル 

食卓 

 ダイニングルーム dining room 食堂 

1520. ダイバー diver 潜水夫 

←ダイブ dive 

潜水する 

 ダイビング diving 潜水 

1521. ダイバーシテイ diversity 多様性 

←ダイバース diverse 

多様な 

 ダイバージェンス divergence 多様性，相違 

→ダイバージェント divergent 

多種多様な 

1522. （列車等の）ダイヤ  diagram（ダイアグラム）の略。 

列車等の運行予定表 

1523. ダイレクトメール direct mail 
ダイレクト メイル 

direct－直接の 

mail－通信，郵便 

商品宣伝のため，顧客に送る手紙やカタログ等の印

刷物。略称 DM 

カタログ－catalogue（フランス，イギリス） 

catalog（アメリカ） 
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1524. ダウ（平均） Dow Jones Average 
ダウ ジョウンズ アベレ

イッジ 

ダウ式平均株価 

1525. ダウンサイジング down sizing 小型化，規模縮小 

←ダウンサイズ downsize 

縮小する，削減する 

 ダウンタウン downtown 下町，商業地区 

：アップタウン uptown 

山の手，住宅地区 

 ダウンバースト downburst 下降気流（航空機事故の因となる） 

 ダウンロード download 
ダウンロウド 

インターネット上の情報を自分のパソコンに取り込

む事 

：アップロード upload（アップロウド） 

プログラムやデータを接続する他のパソコンに転送

する事 

1526. ダガー dagger 短刀，短剣 

1527. ダグアウト dugout （米）野球場の控室。通称：ベンチ 

←dug ダック 

dig（地面を掘る）の過去形，過去分詞形 

1528. ダストボックス dust box 和製語。ごみ箱 

dust－ごみ，塵（チリ） 

1529. ダッシュ dash 突進，突進する 

 ダッシュボード dashboard （自動車，飛行機等の）計器盤 

1530. ダッチ Dutch オランダの 

注：オランダの国名を言うときは the Netherland（ザ

ネザーランド）又は Holland（ホランド） 

 ダッチアカウント Dutch account 割り勘（決して，他人の分は出さぬケチの事を意味

する） 

 ダッチロール Dutch roll 
ダッチ ロウル 

飛行機が，横揺れや横滑りをしながら左右に蛇行し

て飛行する事 

 ダッチワイフ Dutch wife 女性代用の人形 

1531. ダビング dubbing 1.吹き替え 2.合成録音 

←dub ダブ 

（米）テープやビデオを複製する 

テープ－tape（テイプ） 

（録音，録画用の）磁気テープ 

磁気テープ－video tape recorder ビデオ テイプ レ

コーダー 

1532. ダブ dove 鳩（ハト） 

1533. ダブルクロス double-cross double－二重に 

cross－曲がった 

＝裏切り行為（俗語） 

 ダブルコンチエルト double concerto 二重狂想曲 

 ダブルスタンダード double standard 1.二重の基準 2.（経済の）副本位制 
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 ダブルパンチ double punch 1.ボクシングで，連続して二か所を叩く行為 

2.一度に二か所打撃を与える事 

1534. ダミー dummy 1.模造品 2.身代わり，替え玉 

1535. ダメージ damage 
ダミッジ 

損害，損傷 

1536. ダム dam 発電や利水が目的の堰堤（エンテイ） 

 ダムサイト dam site ダムの予定地 

←site 位置，用地 

1537. ダリア dahlia 
ダリア 

→blue dahlia 

あり得ない事の譬え（タトエ） 

1538. ダルマ  梵語の Bodhidarma（ボデイダルマ）に由来する言葉。

「達磨大師」ダルマタイシ 

1539. ダンス dance 踊り，舞踊 

 ダンスパーテイー dance party 舞踏会，舞踊会 

 ダンスホール dance hall hall－広間，集会所 

＝舞踏会場 

1540. ダンデイーボーイ dandy boy 
ダンデイ ボイ 

粋な男の子，シャレッ子 

1541. ダンデイライオン dandelion 蒲公英（タンポポ） 

dan－歯 

de－の 

lion－ライオン 

＝葉がライオンの歯に似ているから，この名が付い

た 

1542. ダンピング dumping 1.不当廉価販売 

2.国内価格よりも廉価にて国外に輸出する事 

←ダンプ dump 

1.投げ捨てる 2.投げ売りする 

1543. ダンプカー dump car 荷台を傾け，積み荷等を降ろす車 

 ダンプトラック dump truck 上と同じ用途の貨物自動車 

1544. ダンベル dumb-bell 
ダムベル 

dumb－無言の 

bell－鐘，鈴 

＝（体操用具の木製又は鉄製の）亜鈴（アレイ） 

1545. ダース dozen 
ダズン 

物を数える際の単位 12，12 個 

1546. ダーツ dart 1.投げ矢 2.室内ゲームの「投げ矢」競技 

1547. ダービー derby 1.競馬の特別レース 転じて 2.首位争い 

1548. チアガール cheer girl 和製語。女子の応援団員 

 チアリーダー cheer leader 応援団の指揮者 

1549. チキンカツ chicken cutlet 
チックン カットレット 

chicken－鶏肉の 

cutlet－薄い切り身 

＝鶏肉を油で揚げた料理 
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 チキンライス chicken rice 
チックン ライス 

chicken－鶏肉の 

rice－飯 

＝和製語。鶏肉などと飯を炒めた料理 

1550. チケット ticket 
テイッキット 

入場券，切符（キップ） 

1551. チッキ  check（チエック）の訛り。 

旅客の手荷物の引き換え券 

1552. チップ tip 心付け，御祝儀（オシュウギ） 

1553. チャイム chime 1.音階を奏でる鐘 2.学校や会社等で鳴らす鐘 

1554. チャイルド child 子供 

→チルドレン children 

子供達 

 チャイルドシート child seat 和製語。車の幼児用座席 

1555. チャット chat 1.おしゃべり 2.おしゃべりする 

1556. チャペル chapel 学校，病院，教会等に設置されている礼拝堂 

1557. チャリテイ charity 慈善 

 チャリテイコンサート charity concert 慈善運動の演奏会 

 チャリテイショー charity show 
チャリテイ ショウ 

慈善公演，慈善興行 

 チャリテイバザー charity bazar 慈善興行の市（イチ） 

bazar－元，ペルシャの「市場」の事 

転じて，社会事業用資金を集めるための慈善市（ジ

ゼンイチ） 

1558. チャレンジ challenge 1.挑戦 2.挑戦する 

 チャレンジャー challenger 挑戦者 

1559. チャンス chance 機会，好機 

 チャンスメーカー chance maker 
チャンス メイカー 

スポーツ等で好機を作る人 

1560. チャンネル channel 1.水路 2.海峡 3.周波数帯 

1561. チャンプ champ ＝champion（チャンピオン）の略。 

1.選手権保持者 2.主義のために戦う人 

1562. チャージ charge 1.突撃する 2.充電する 3.費用を請求する 

 チャージャー charger 1.充電器 2.突撃する人 

1563. チャーター charter 1.用船契約 

2.（飛行機やバス等の）借り切りをする 

1564. チャーチアンドテンプル church and temple church－教会 

and－と 

temple－寺院 
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1565. チャート chart 1.海図 2.一覧表，図表 

→フローチャート flow chart（フロウ チャート）

flow－流れ 

chart－図表 

＝作業手順を図式化した流れ図 

1566. チャーコール charcoal 
チャーコウル 

木炭（モクタン） 

 チャーコール ドローイン

グ 

charcoal drawing charcoal－木炭を利用した 

drawing－1.製図 2.線画，スケッチ 

＝木炭画 

1567. チャーミング charming 魅力的な 

 チャームポイント charm point 和製語。魅力的な点，箇所 

1568. チューインガム chewing-gum chew－（チュー）口中で噛む 

gum－（米）チューインガム 

1569. チューブ tube 1.管 2.歯磨き用のチューブ 3.地下鉄 

1570. チューリップ tulip その赤い花は「愛の告白」の記し 

その黄色は「見込のない恋」の記し 

1571. チューター tutor 家庭教師。 （米）大学の準教師 

 チュートリアル tutorial 個人指導の家庭教師 

1572. チエアマン chairman 1.衆議院の議長 2.委員長 

1573. チエック check 1.確かめる 2.阻止する 3.小切手 

 チエックアウト check-out 1.スーパー等での買い物の生産 

2.ホテルで，勘定を済ませて出る事 

スーパー－super market（スーパー マーキット）の

略。 

 チエックイン check-in ホテルや空港等で，宿泊や搭乗の手続きを済ませる

事 

 チエックポイント check point 1.点検上の注意点 2.検問所 

3.マラソンの，コース途中の点検，記録する所 

 チエックリスト check list 点検，調査用の表 

1574. チェーン chain 
チエイン 

1.鎖（クサリ） 2.連鎖店 

 チエーンストア chain store 
チエイン ストア 

（米）複数の店舗を有する小売店 

 チエーンソー chain saw 
チエイン ソー 

鎖鋸（クサリノコ） 

saw－1.see の過去形 2.鋸（ノコギリ） 

1575. チエリッシュ cherish 1.（人や物を）大事にする 

2.（望みや考えを）心に抱く 

1576. チョイス choice 選択 

←チューズ choose 

選ぶ 
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1577. チョコ  chocolate（チョコレット）の略。 

メキシコ原産の植物から採った。カカオ油，砂糖，

香料等で固めた菓子 

メキシコ－Mexico 

カカオ－cacao スペイン語。アオギリ科の常緑高木

別名：chocolate tree チョコレット ツリー 

1578. チョッキ  jack（ジャック）の訛り。上着（ウワギ）の下に着

る袖なし 

1579. チョーク chalk 白墨（ハクボク） 

1580. チルド食品 chilled food 
チルド フード 

冷凍食品 

←chill（チル） 冷やす 

1581. チーク cheek 頬（ホホ） 

 チークダンス cheek dance 和製語。男女が頬すり併せて踊るダンス 

1582. チーズ cheese 乳製品 

1583. チームプレイ team play 団体競技で，各人協力し合う動作 

 チームメイト team mate 同じチームの仲間同士 

mate－仲間（ナカマ） 

 チームリーダー team leader 同じ仲間の指導者 

 チームワーク team work 仲間同士の共同動作 

1584. チンパンジー chimpanzee アフリカのナイジェリア地方に棲む黒猩々（クロシ

ョウジョウ） 

ナイジェリア－Nigeria アフリカの西部地域 

1585. ツアー tour 旅行 

 ツアガイド tour guide 旅行の案内人 

→ツーリスト tourist 

旅行者，観光客 

→ツーリストビューロー tourist bureau 

案内所，事務所 

＝旅行代理店 

→ツーリング touring 

オートバイや自転車での遠乗り 

オートバイ－auto bicycle（オート バイシクル）の略。

和製語。自動二輪車，単車 

1586. ツイーター tweeter 高音用の（小さな）スピーカー 

←tweet ツイート 

囀る（サエズル） 

1587. ツール tool 道具，工具 

 ツールボックス tool box 道具箱，工具入れ 

1588. ツナ tuna 鮪（マグロ） 

1589. テイクアウト take-out 1.（米）持ち帰り 2.持ち帰り食品 

 テイクオーバー take-over 
テイク オウバー 

1.会社乗っ取り 2.（軍隊の）占領 
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 テイクオフ take-off 
テイク オウフ 

飛行機等の離陸，出発 

1590. テイルランプ tail lamp 尾灯 

＝tail light テイル ライト 

1591. テイッシュペーパー tissue paper 
テイッシュ ペイパー 

ちり紙 

tissue－塵（チリ），屑（クズ） 

1592. テイーショット tee shot ゴルフのテイーに球を乗せて打つ行為 

1593. テイーショップ tea shop 喫茶店 

 テイーパーテイ tea party お茶飲みながらの集会，茶話会（サワカイ） 

 テイーバッグ tea bag お茶袋，お茶入れ 

 テイーポット tea pot 茶瓶，急須（キュウス） 

1594. テイーンエイジャー teenager 10 代の少年少女 

1595. テキストブック text book 
テクスト ブック 

教科書 

1596. テクスタイル textile 1.布地（ヌノジ） 2.織物 

1597. テクニック tecnic, technique 技術，技巧 

→テクニシャン technician 

技術者 

→テクノロジー technology 

1.技術学 2.科学技術 

1598. テスト test 1.試験 2.検査 

 テストケース test case 
テスト ケイス 

1.凡例（ハンレイ）となる訴訟事件 

2.先例になる試験的な試み 

1599. テトラポッド Tetra pod 「四つ足」の意味 

←tetra 四つ 

転じて，海岸の堤防や防波堤を保護するコンクリー

トの事。元，商標名だった 

1600. テナント tenant 土地，家屋，部屋等の賃借人 

1601. テニスコート tennis court テニスの競技場 

 テニスチャンピオン tennis champion champion－運動競技の優勝者，選手権保持者 

＝テニスの優勝者 

1602. テニュア tenure 大学教員の終身在職権 

1603. テラス terrace 1.海岸段丘 2.建物のコンクリート製の段 

1604. テリトリー territory 1.領土，領地 2.縄張り 

3.外交員や警察官等の受け持ち地区 

1605. テレカ  telephone card（テレフォウン カード）の略。 

公衆電話等で，料金の硬貨の代わりとして使うカー

ド 

 テレショッピング  television shopping（テレビジョン ショッピング）の

略。 

テレビ，電話，インターネット等による買い物 
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 テレスコープ telescope 
テレスコウプ 

望遠鏡 

←tele 遠い 

 scope 観測機 

 テレフォンブース telephone booth booth－小さく仕切られた小屋 

＝電話ボックス 

 テレマーク telemark ドイツ語。片足を前に出すスキーの回転技 

 テレワーク telework パソコンを利用した，離れた場所での仕事 

1606. テロ terror 
テラー 

1.恐怖 2.テロ行為 

 テロリスト terrorist テロを行う人 

 テロリズム terrorism 1.恐怖政治 2.暴力主義 

1607. テロップ telop ＝tel
．．．

evision o
．
paque p

．
roject 

opaque－光を通さない，不透明の 

テレビ放送で，テレビカメラを通さずに画面を表す

光学的映写装置 

1608. テンキー ten key 和製語 

コンピューターのキーボードで，数字や演算のキー

を並べた所 

キーボード－keyboard 

鍵盤（ケンバン） 

1609. テンション tension 緊張，精神的興奮状態 

1610. テンス tense 1.緊張した 2.文法上の「動詞の時制」 

1611. テンダー tender 優しい 

 テンダーネス tenderness 優しさ 

1612. テンパー temper 気質，気性（キショウ） 

1613. テンプテーション temptation 
テンプテイション 

誘惑 

←tempt テンプト 

誘惑する，誘う 

1614. テンプラ tempola ポルトガル語。揚げ物料理 

→テンプラ工事 

テンプラのように中身が空洞の，いい加減な仕事 

1615. テンプル temple 寺，寺院 

1616. テンペスト tempest 嵐，暴風雨 

1617. テンペラ（画） tempera イタリア語。油絵と水彩画との中間の西洋画 

1618. テンペラチャー temperature 1.温度 2.体温 

1619. テンポ tempo イタリア語。 1.速度 2.楽曲演奏の速さ 

1620. テンポラリー temporary 一時的な 

 テンポラリー ジョブ temporary job 一時的な仕事 

 テンポラリーワーカー temporary worker 一時的社員 
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1621. テーゼ these ドイツ語。肯定的な主張 

：アンチテーゼ antithese 

ドイツ語。否定的な主張 

1622. テープ tape 
テイプ 

1.絆創膏（バンソウコウ） 2.磁気テープ 

 テープカット tape cut 
テイプ カット 

和製語。開通式等で，張り渡したテープを鋏（ハサ

ミ）で切って祝う儀式 

 テープレコーダー tape recorder 
テイプ レコーダー 

磁気テープの録音，再生装置 

1623. テーブルクロス table cloth 
テイブル クロウス 

食卓に掛ける布 

 テーブルスピーチ table speech 
テイブル スピーチ 

和製語。卓上演説 

 テーブルテニス table tennis 
テイブル テニス 

卓球，ピンポン 

ピンポン－正規の言葉ではない，単なる擬音語 

 テーブルマナー table manner 
テイブル マナー 

洋式食卓での行儀作法 

1624. テーマ theme ドイツ語。主題，題目 

 テーマソング theme song 和製語。主題歌 

 テーマパーク theme park 和製語。催し物や展示物の多い遊園地 

1625. テーラー tailor 
テイラー 

洋服屋，特に男子服の仕立て屋 

1626. テールランプ tail lamp 
テイル ランプ 

tail－尾，後部 

lamp－灯火 

＝尾灯（ビトウ） 

1627. デイオラマ diorama 実際の風景を似せて造った小型の模型 

1628. デイグリー degree 1.程度 2.社会的階級 3.（米）等級 

1629. デイケア day care （働く親たちのための）子供の保育，世話 

 デイケアセンター daycare center 保育所 

 デイサービス day service 和製語。その日通いの通所型生活保護 

 デイトレーダー day trader 
デイ トレイダー 

その日一日限りの投機者 

←デイトレード day trade（デイ トレイド） 

その日一日限りの投機，売買 

1630. デインジャー danger 危険 

 デインジャラス dangerous 危険な 

1631. ディサビリテイ disability 1.致命傷 2.身体障害 

←ディスエイブル disable 

無能にする 

dis－不，無 ＋ able－可能な 

1632. ディザスター disaster 災害 

→ディザストラス disastrous 

1.災害の多い 2.悲惨な 
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1633. ディシプリン discipline 1.訓練 2.躾（シツケ） 

1634. ディスカウント discount 割り引きする 

→ディスカウンター discounter 

安売り（割引）専門店 

→ディスカウントショップ discount shop 

安売りの店 

1635. ディスカッション discussion 討論，討議 

←ディスカス discuss 

討論する，討議する 

1636. ディスクレーマー disclaimer 
ディスクレイマー 

棄権，権利放棄 

←ディスクレーム disclaim 

棄権する，権利放棄する 

1637. ディスクロージャー disclosure 1.暴露 2.公表 

←ディスクローズ disclose（ディスクロウズ） 

1.暴露する 2.公表する 

1638. ディスコ  discotheque（デイスコテイーク）の略。フランス語

レコード等の音楽に併せてテンポの速い踊りを楽し

む店 

1639. ディスタンス distance 距離 

 ディスタント distant 離れた，遠い 

1640. ディスチャージ discharge 1.解放する 2.発射する 3.放電する 

1641. ディスプレー display 
デイスプレイ 

1.陳列，展示 2.陳列する，展示する 

1642. ディスポジッション disposition 1.気質 2.配列 3.譲渡 

←ディスポーズ dispose（ディスポウズ） 

1.配列する 2.その気になる 

 ディスポーザル disposal 
ディスポウザル 

1.配列，配置 2.処分 

 ディスポーザー disposer 
ディスポウザー 

1.処理する人や物 2.生ゴミ処理機 

 ディスロッジ dislodge 追い払う，撃退する 

←dis－分離する lodge－小屋，宿泊所 

1643. ディセント dissent 異議を唱える 

：アセント assent 

同意する 

注：dissent が decent（デイーセント）と，アクセン

トも意味も異なる点に注意 

1644. ディッチ ditch 溝，排水溝（ハイスイコウ） 

1645. ディテンション detention 1.監禁，留置 2.放課後の居残り 

→detention center ディテンション センター 

1.少年院 2.（強制）収用所 

1646. ディトウア detour フランス語。迂回路，回り道 

1647. ディナー dinner 1.夕食 2.晩餐会 



 

113 

1648. ディフェクト defect 1.短所，欠陥 2.逃亡，離脱 

→ディフェクション defection 

1.欠点，欠陥 2.寝返り 

1649. ディフェンス defence 防御，防衛 

：オフェンス offence 

攻撃 

 ディフェンダー defender 1.防衛者 2.弁護人 

：オフェンダー offender 

1.違反者 2.犯罪者 

1650. ディプロマシー diplomacy 外交術 

 ディプロマット diplomat 外交官 

1651. ディペンデンス dependence 依存 

→デペンデント dependent 

従属的な 

：インディペンデンス independence 

自立，独立 

→インディペンデント independent 

自立的な，独立の 

1652. ディベイト debate 論争，討論 

1653. ディベロッパー developer 1.開発者 2.宅地造成業者 

 ディベロップ develop 1.開発する 2.発展する 

 デベロップメント development 1.開発 2.発展 

1654. ディポジット deposit 1.銀行預金する 2.手付けを払う 

1655. ディボース divorce 1.離婚 2.絶縁 

1656. ディメンション dimension 次元 

cf 三次元 3D＝three dimension 

1657. ディライト delight 喜び，楽しみ 

1658. ディレクター director 1.管理者 2.映画や劇の監督 

3.（米）音楽の指揮者 

1659. ディレクション direction 1.方角，方向 2.（薬の）説明書 3.指導 

1660. ディレクトリー directory 1.人名録 2.規則書 3.重役 

1661. ディーセンシー decency 上品さ，礼儀正しさ 

 ディーセント decent 上品な，礼儀正しい 

1662. ディーゼル エンジン diesel engine ディーゼル機関 

diesel－Diesel ドイツの発明家 

1663. ディーテイル detail 詳細，細部 

1664. ディープラーニング deep learning deep－深い 

learning－勉強，学習 

＝細部の勉強，深層学習 
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1665. ディーラー dealer 販売者，販売店 

←deal デイール 

取り扱う 

1666. デオドラント deodorant ←deo（デオ）取り除く oder（オウダー）匂い 

1667. デコレーション decoration 
デコレイション 

装飾 

←デコレート decorate（デコレイト） 

飾る，装飾する 

1668. デザイナー designer 1.意匠図案家 2.設計技師 

←デザイン design 

1.図案 2.設計 

1669. デザート desert 砂漠 

 ディザート dessert 食後に出てくる菓子や果物等 

1670. デシベル decibel 電力，電圧，電流等の単位（ベルの 10 分の１） 

ベル－bel 強さの単位 

1671. デジカメ  digital camera（デイジタル カメラ）の略 

digital－ある量やデータを有限列の数で表す事 

：analogue アナログ 

ある量やデータを連続変化する数列で表す事 

 デジタル ビデオ カメラ digital video camera 映像や音声をデジタルのデータとして収録したビデ

オカメラ 

1672. デジグネーション designation 
デジグネイション 

（役職等への）任命，指示 

←デジグネート designate（デジグネイト） 

任命する，指示する 

1673. デスクワーク deskwork 事務や執筆等の机上でする仕事 

1674. デステイニー destiny 運命 

 デステイネーション destination 
デステイネイション 

行く先，目的地 

1675. デストラクション destruction 破壊 

←デストラクト destruct 

破壊する 

：コンストラクション construction 

建設 

←コンストラクト construct 

建設する 

1676. デッキ deck 
デック 

1.船の甲板（カンパン） 

2.列車の昇降口の床（ユカ） 

1677. デッサン dessin フランス語。線等で描く素描（ソビョウ） 

1678. デッドヒート dead heat 1.激しい競り合い 2.競馬の同着 

 デッドボール dead ball 和製語。野球で，球が打者の体に当たる事 

 デッドライン dead line 締め切り， 終期限 

 デッドロック deadlock 1.交渉の行き詰まり 2.膠着状態 

1679. デトックス detox 1.解毒（ゲドク）する 2.薬物依存の治療する 
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 デトクシケーション detoxication 
デトクシケイション 

1.解毒 2.薬物依存の治療 

←de（デ）取り除く toxin（トクシン）毒素 

1680. デパート  department store（デパートメント ストア）の略。

百貨店 

1681. デバイス device 1.工夫（クフウ） 2.装置 

1682. デビットカード debit card 銀行口座の預金用カード 

debit－銀行口座からの金の引き落とし 

1683. デビュー debut フランス語。初めて舞台に立つ事。初舞台 

1684. デビル devil 
デブル 

悪魔，極悪人（ゴクアクニン） 

1685. デファンド defund 出資打ち切る 

←de 除く 

 fund 資金 

1686. デフォウルト default 1.返済不能 2.債務不履行 

1687. デフォルメ deformer フランス語 

映画や彫刻等で，自然の形を変形させる事 

1688. デフレ  deflation（デフレイション）の略。 

通貨収縮，物価下落 

：インフレ inflation（インフレイション）の略。 

通貨膨張，物価上昇 

 デフレ スパイラル  deflation spiral（デフレイション スパイレル）の略。

不況下で物価下落，ますます不況，ますます物価下

落の悪循環 

spiral－1.渦巻き 2.連鎖的変動，循環 

1689. デブリ debris フランス語。ごみ，がらくた，破片 

1690. デポジット deposit 1.預金（する） 2.手付け（払う） 

1691. デポピュレーション depopulation 
デポピュレイション 

←de 除去，下降 

 population 人口 

＝人口減少，過疎化 

1692. デマ  demagogue（デマゴウグ）の略。 

扇動者（センドウシャ），扇動政治家 

1693. デマンド demand 需要 

 デマンド アンド サプラ

イ 

demand and supply demand－需要 

and－と 

supply－供給 

＝受給 

1694. デミーン demean 1.品位を下げる 2.落ちぶれる 

1695. デメリット demerit 短所，欠点 

：メリット merit 長所 

1696. デメンシア dementia 痴呆症（チホウショウ） 
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1697. デモ  demonstration（デモンストレイション）の略。 

1.示威運動 2.実地講習 

←demonstrate（デモンストレイト） 

1.明示する 2.実習する 

1698. デモクラシー democracy 民主主義 

1699. デモリッシュ demolish 建物等を粉々に粉砕，解体する 

 デモリッション demolition 粉砕，解体，取り壊し 

1700. デュアル スタンダード dual standard dual－二重の，二元的な 

standard－標準，基準 

＝二重基準 

1701. デュウ dew 露（ツユ） 

1702. デュオ duo 二重奏，二重奏曲 

＝デュエット duet 

1703. デューテイ duty 1.義務 2.税金 

 デューテイ フリー duty free duty－税金の 

free－無い 

＝無税。「免税品」の意もある 

1704. デラックス deluxe フランス語。豪華，贅沢（ゼイタク） 

1705. デリカシー delicacy 繊細さ，こまやかさ 

←デリケート delicate（デリケイト） 

繊細な，こまやかな 

1706. デリシャス delicious 美味な，とても旨い 

 デリシャスネス deliciousness 美味，旨さ 

1707. デリバテイブ derivative 1.派生物 2.金融派生商品 

←デイライブ derive 

引き出す 

1708. デリバリー delivery 配達 

 デリバリーボーイ delivery boy 
デリバリー ボイ 

配達係の少年 

1709. デリーション deletion 削除 

←デリート delete 

削除する 

1710. デルタ delta 三角州，デルタ地帯 

1711. データ data 
デイタ 

根拠資料 

→データム datum（デイタム） data の複数形 

 データバンク data bank 
デイタ バンク 

情報銀行 

 データベース data base 
デイタ ベイス 

コンピューター関係のデータの集まり 

 データ プロセシング イ

ンダストリー 

data processing 

industry 
デイタ プロセシング イ

ンダストリー 

data－情報 

processing－処理 

industry－産業 

＝情報処理産業 
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1712. デート date 
デイト 

1.日付（ヒズケ） 2.逢い引き（男女の会合） 

1713. デーモン demon 
デイーモン 

悪魔 

1714. デンタル dental 歯の 

 デンティスト dentist 歯医者，歯科医 

1715. トイ toy 玩具，おもちゃ 

1716. トイレ  toilet room（トイレット ルーム）の略。 

化粧室，便所 

 トイレットペーパー toilet paper 
トイレット ペイパー 

和製語。トイレ用ちり紙 

1717. トウ シューズ toe shoes toe－爪先（ツマサキ） 

爪先に引っかける靴 

1718. トゥーム tomb お墓  

←綴り，発音注意 

1719. トクシック マテリアル toxic material 
トクシック マテイリアル

toxic－毒性の，有毒の 

material－物質 

＝有毒物質 

←toxin（トクシン） 

毒素 

1720. トタン  tutanaga 

元，ペルシャ語で，ポルトガル語から訛った語 

1721. トッピング topping 1.一流の 2.ケーキやピザ等の上飾り 

ケーキ－cake 

ピザ－pizza（イタリア語） 

1722. トップクラス top class 高級 

 トップスター top star 和製語。第一級の俳優 

 トップダウン top down 1.上意下達 2.計画や説明の，全体から細部に亘る

説明 

 トップランナー top runner 1.リレーの第一走者 2.ある分野の第一人者（ダイ

イチニンシャ） 

リレー－relay 

1723. トピック topic 1.話題 2.論文等の題目 

1724. トマト tomato （トマートゥ，トメイトウ） 

→発音及びアクセントの位置に注意 

1725. トモグラフィー tomography 
トモグラフィー 

（医学）Ｘ線断層写真撮影 

＝CT computerized tomography（コンピュータライ

ズド トモグラフィー） 又は 

CAT computerized axial tomography（コンピュータ

ライズ アクシャル トモグラフィー） 

computerized－コンピューターによる 

axial－体軸の 

tomography－断層撮影 
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1726. トライアウト tryout 1.（米）選手や俳優等の適性試験 

2.新しい道具や機械等の試用 

1727. トライアスロン triathlon 競泳，自転車，マラソン三種の連続競技 

マラソン－marathon 

←tri－三つの ＋ athron athletic 

         アスレテイック（運動競技の）

からの転用 

1728. トライアムフ triumph 1.勝利 2.大成功 

1729. トライアル trial 1.試し 2.試練 3.裁判 

 トライアル アンド エラ

ー 

trial and error method やってみて，エラーがあれば，やり直す方法 

＝試行錯誤法 

1730. トライフル trifle 1.少量 2.些細な事 

←トリビアル trivial 

取るに足りぬ 瑣末的な 

1731. トライブ tribe 1.種族 2.仲間 

1732. トラウマ trauma 心の傷，精神的外傷 

cf PTSD post-traumatic stress disorder 

ポウスト トラウマテイック ストレス デイスオー

ダー 

精神的外傷後のストレス障害 

1733. トラクター tractor 1.農耕用牽引車（ケンインシャ） 

1734. トラジェデイ tragedy 悲劇 

：コメデイ comedy 

喜劇 

1735. トラスト trust 信用，信頼 

 トラステイーシップ trusteeship 1.受託者 2.国連の信託統治 

1736. トラッキング tracking 1.追跡 2.鮮明な画像を得るための機能 

←track トラック 

1.軌道 2.足跡 3.（レコードの）溝 

1737. トラック ／track 

＼truck 

陸上競技用の競走路 

貨物自動車 

1738. トラッド trad ＝traditional（トラデイッショナル）の略。 

伝統的な 

 トラデイッション tradition 伝統 

1739. トラップ trap 罠（ワナ）→他人を陥れる謀略 

注：鳥獣類を捕らえる罠は→スネア snare 

1740. トラバース traverse 1.横切る 2.旋回する 

 トラバーステイ travesty 1.偽物（ニセモノ） 2.こじつけ 

1741. （南海）トラフ trough 海溝 深 7,000 メートル以上の深い海 

1742. トラフィック traffic 1.交通 2.通信回線 

1743. トラブル trouble 苦労，心配事 
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 トラブルサム troublesome 厄介な，骨の折れるような 

1744. トラベル travel 旅行 

→トラベラー traveler 

旅行客 

1745. トランクルーム trunk room 和製語。収納庫，収納室 

trunk－荷物入れ 

1746. トランシーバー transceiver 近距離用無線機 

1747. トランジェンス transience 1.儚さ（ハカナサ） 2.一時性 

 トランジェント transient 1.儚さ 2.一時性 

1748. トランジッション transition 1.移り変わり 2.過渡期 

 トランジスター transistor 半導体利用の発信機，増幅器 

 トランジスターラジオ transistor radio 
トランジスター レイデオ

ウ 

携帯ラジオ 

 トランジット transit 1.通過 2.（米）輸送 

1749. トランス  transformer（トランスフォーマー）の略。変圧器 

←トランスフォーム transform 

1.変形する 2.変換する 

 トランスファー transfer 1.移す 2.輸送する 

→トランスファーランス transference 

1.移動 2.輸送 

 トランスフォーメーション transformation 
トランスフォーメイション

1.変換 2.変形 

←トランスフォーム transform 

変形する，変換する 

 トランスポート transport 輸送する，運送する 

→トランスポーテイション transportation 

輸送，運送 

 トランスミッション transmission 1.通信，伝達 2.車の変速伝達装置 

 トランスレーション translation 
トランスレイション 

翻訳（ホンヤク） 

←トランスレイト translate 

翻訳する 

→トランスレイター translator 

翻訳者 

 トランセンド transcend 1.超越する 2.限界を超える 

1750. トランプ ／tramp 

＼trump 

放浪する。転じて，放浪者 

「切り札」，トランプ 

注：遊びのトランプは cards（カーヅ）又は playing 

cards（プレイング カーヅ） 

1751. トランペット trumpet 喇叭（ラッパ） 

1752. トランポリン trampoline ジャンプ（jump）又は回転用の体操用器具 

1753. トリアージ triage フランス語。「選別」の意味 

転じて，災害や事故等の際に負傷者の治療の優先順

位を司る行為 
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1754. トリエンナーレ triennale イタリア語。「３年毎」の意味 

転じて，３年に１度，開催される美術の展覧会 

cf ビエンナーレ biennale 

２年に一度，開催される展覧会 

←tri（トリ，トライ）＝３ bi＝２（バイ） 

例：triangle（トライアングル） 三角形 

bicycle（バイシクル） 自転車 

1755. トリガー trigger 鉄砲の「引き金」。転じて，「事件の引き金」 

1756. トリック trick 1.ごまかし 2.策略 3.手品（テジナ） 

→トリッキー tricky 

1.落とし穴のある 2.油断ならぬ 

1757. トリップ trip 旅行 

1758. トリニテイ trinity 1.三人組み 2.三つ揃い 

1759. トリビアル trivial 些細な，ありふれた，平凡な 

1760. トリビュート tribute 1.貢ぎ物 2.贈り物 

1761. トリビューン tribune 1.人権擁護者 2.教会の信者の席 

1762. トリプル triple 1.３倍 2.野球の三塁打 

1763. トリマー trimmer 1.ペットの美容師 2.刈り取りの道具 

→トリミング trimming 

1.刈り取り 2.（写真の）不要部分の切り落とし 

1764. トリュフ truffe フランス語。フランス料理に使うキノコ類 

1765. トリートメント treatment 1.取り扱い 2.治療 

1766. トルネード tornado 
トーネイドウ 

竜巻（タツマキ），大暴風雨 

1767. 筋トレ  muscular training（マスキュラー トレイニング） 

muscular－muscle（マッスル） 筋肉 

training－訓練，練習 

＝筋肉の訓練，鍛錬 

1768. トレイダー trader 1.貿易業者 2.株の売買をする人 

 トレイド trade 貿易，取引 

 トレイドオフ trade-off 
トレイド オウフ 

（相反する二者間の）妥協 

 トレイドマーク trade mark 
トレイド マーク 

1.商標登録 2.ある人の目立った特徴 

1769. トレジャー treasure 1.宝物 2.転じて「 愛の人」 

1770. トレッキング シューズ trekking shoes trekking－山麓等の徒歩旅行，山歩き 

＝徒歩旅行用の靴 

 トレッキング ウエア trekking wear 徒歩旅行用の衣類 

1771. トレイナー trainer （運動選手や動物等の）訓練をする人，訓練師 

 トレイニング training 訓練 

 トレイニング ウエア training wear 訓練時に着る衣装 
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 トレイニングマシーン training machine 訓練用の機械類 

 トレパン  training pants（トレイニング パンツ）の略。 

1.スポーツ練習時の長い下着 2.幼児が，おむつを

外す時のパンツ 

1772. トレイラー trailer 牽引車（ケンインシャ）に曳かれて，人や物を運ぶ

車 

←trail トレイル 

引っ張る，曳く 

1773. トレランス tolerance 寛大，寛容 

 トレラント tolerant 寛大な，寛容な 

1774. トレモロ tremolo イタリア語。弦楽器等の，小刻みに音を震わす奏法

1775. トレンチ trench 1.海溝（カイコウ） 2.塹壕（ザンゴウ） 

1776. トレンド trend 傾向 

1777. トロッコ  truck（トラック）の訛り。土木作業用の４輪車 

1778. トロピカル tropical 熱帯の 

 トロピカルゾーン tropical zone 
トロピカル ゾウン 

熱帯地方 

zone－地帯 

1779. トロフィー trophy 1.（競技等の）賞品，優勝記念品 

2.（戦勝の際の）戦利品 

1780. トワイライト twilight 夕刻，黄昏時（タソガレドキ） 

：ドーン dawn 

暁（アカツキ），夜明け 

1781. トンカツ  （豚の）cutlet（カットレット） 

豚肉等を油揚げした料理 

1782. トンネル tunnel 
タヌル 

1.地下道 2.鉱山の横穴 3.モグラの穴 

1783. トークイベント talk event 和製語。講演の行事 

 トークショー talk show 
トーク ショウ 

1.（米）有名人等に対するインタビュー番組 

2.討論の番組 

インタビュー－interview 

会談，取材訪問 

1784. トークン token 
トウクン 

1.証拠 2.見本 

1785. トースター toaster パン焼き器 

パン－ pao ポルトガル語 

1786. トータス tortoise 亀←発音及び綴りに注意 

1787. トータリタリアン totalitarian 1.全体主義の 2.全体主義者 

 トータリタリアニズム totalitarism 全体主義 

1788. トーチカ tochka ロシア語 

回りをコンクリートで固め，重火器等に備えた防御

陣地 
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1789. トーチランプ torch lamp 1.松明の光 2.懐中電灯の光 

torch－1.松明（タイマツ） 2.懐中電灯 

1790. トーテムポール totem pole 
トウテム ポウル 

トーテムを刻んだ柱 

totem－主として動植物を表した柱 

1791. トートバッグ tote bag 
トウトバッグ 

（米）大型の手提げカバン 

←tote 持ち運び用，携帯用 

1792. トーナメント tournament 勝ち抜き試合，選手権争奪戦 

1793. トーンダウン tone down 
トウンダウン 

和製語。勢いや調子が下がる事 

1794. ドアノブ doorknob ドアの取っ手 

←knob ノブ 

取っ手 

 ドアベル doorbell 玄関の呼び鈴 

1795. ドゥウォーフ dwarf 小人（コビト），一寸法師 

1796. ドキュメンタリー documentary 1.書類の 2.映画やテレビ等の記録作品 

 ドキュメント document 文書，書類 

1797. ドクターストップ doctor stop 和製語。ボクシング等で，医師が「試合連続不能」

と認めて，試合中止さす事 

 ドクターヘリ  doctor helicopter（ドクター ヘリコプター）の略。

和製語。医師が便乗して，患者の治療をしながら，

医療機関に運ぶヘリ 

1798. ドクトリン doctrine 1.宗教の教義 2.政策上の原理 

1799. ドグマ dogma 1.（教会の）教義 2.独断 

1800. ドサイル docile 
ダースル 

柔順な，素直な 

 ドシリテイ docility 
ダーシリテイ 

柔順さ，素直さ 

1801. （人間）ドック dock 船着き場，波止場（ハトバ） 

転じて，健康状態の総合的精密検査のための短期入

院 

1802. ドッジボール dodge ball 両側に分かれて，ボールを当て合う競技 

dodge－素早く身を交わす 

1803. ドナー donor 1.輸血の給血者 2.臓器移植の提供者 

 ドネイション donation 1.寄付 2.臓器や血液の提供者 

←ドネイト donate 

1.寄付する 2.贈与する 

1804. ドミニオン dominion 1.支配権 2.領土，領地 

1805. ドミノ（倒し） domino 
ドミノウ 

駒を並べて，片方から順に倒す競技。 

domino－28 枚のパイ（駒） 

1806. ドメステイック domestic 1.家庭用の 2.国内の 
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 ドメステイック バイオレ

ンス 

domestic violence domestic－家庭の 

violence－暴力 

＝家庭内暴力（DV） 

1807. ドライアイス dry ice 炭酸ガスを冷却して固定した冷却剤 

1808. ドライバー driver 1.運転手 2.ネジ回し 3.ゴルフの１番ウッド 

 ドライブ drive 運転する 

 ドライビングレコーダー driving recorder 運送の記録計 

1809. ドライフラワー dried flower 
ドライド フラワー 

dried－乾燥させた 

flower－花 

＝草花を乾燥させた部屋飾り 

1810. ドライブ イン drive-in 高速道路上の食堂兼，土産もの店 

 ドライブ ウエイ driveway 自動車用道路 

 ドライブスルー drive-through （米）車に乗ったまま，商品の受け渡しが出来る店

 ドライブレコーダー drive recorder 車の走行記録計 

1811. ドライヤー drier, dryer 乾燥機 

主としてヘアドライヤー hair drier 

髪の乾燥機 

1812. ドラウニング drowning 溺死 

←ドラウン drown 

溺死する 

1813. ドラゴン dragon 龍。西洋の神話の「想像上の動物」 

 ドラゴンフライ dragonfly 蜻蛉（トンボ） 

1814. ドラッグ ／drag 

＼drug 

（人や物などを）引きずる，引っ張る 

1.麻薬 2.薬 3.スポーツ選手等の不正使用の薬物

 ドラッグストア drug store 薬の処方，販売の他，化粧品や新聞雑誌等の販売も

する店 

1815. ドラフト draft （米）スポーツの新人選手選択制度 

注：下図を書く，設計する 等の意味もある 

1816. ドラマ drama 演劇 

 ドラマテイック dramatic 劇的な 

1817. ドラム drum 太鼓（タイコ） 

cf ドラム缶 太鼓型の鉄板製の缶 

1818. ドリブル dribble 球を蹴ったり転がしたりする競技 

1819. ドリル drill 1.錐（キリ） 2.穴空け機械 3.訓練 

 ドリリング drilling 掘削（クッサク） 

1820. ドリンク（剤） drink 1.飲み物 2.疲労回復用の小ビン入りの飲料 

1821. ドリーム dream 夢 

 ドリームランド dream land 夢の国，楽園 

1822. ドルフィン dolphin 海豚（イルカ） 
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1823. ドレス dress （女性や子供用の）衣服 

cf 男子用，紳士用は suit（スーツ）又は clothes（ク

ロウジズ） 

 ドレスアップ dress-up 着飾る事 

1824. ドレッシング dressing 1.着付け，服装 2.サラダ用の調味料 

サラダ－salad（サラド） 

1825. ドロップアウト drop-out 1.特定の集団や社会からの離脱 

2.ラグビーで，ドロップキックを行って，試合再開

する事 

ラグビー－rugby 

ドロップキック－drop-kick 

（ボールを地面に落として跳ね返るのを蹴る動作）

1826. ドローイング drawing 1.線引き 2.製図 3.（米）くじ引き 

 ドローワー drawer 1.引き出し 2.箪笥（タンス） 3.製図家 

←draw ドロウ 

1.引っ張る 2.引き分ける 等 

1827. ドローン drone 
ドロウン 

無線操縦の無人機 

1828. ドーズ ／dose 
 ドウズ 

＼doze 
 ドウズ 

薬を服用する 

 

居眠りする，うたた寝する 

1829. ドーナツ doughnut 小麦粉にバター等を塗って揚げた菓子 

バター－butter 

1830. ドーピング doping 
ドウピング 

運動選手が運動能力を高めるための薬物服用 

←dope ドウプ 

1.興奮剤 2.（米）麻薬 

1831. ドーミトリー dormitory （米）大学の寄宿舎，寮 

1832. ドーム dome 
ドウム 

丸屋根（マルヤネ） 

1833. ドーラン Dohran ドイツの会社名が，その元 

俳優等が使う，舞台用化粧品の白粉（オシロイ） 

1834. ドーン dawn 夜明け，暁（アカツキ） 

1835. ドン don 1.殿様，殿下 2.マティアの首領 

マフィア－mafia イタリア語 

1.シチリアで法秩序に従わぬ不逞の輩 

2.米国で，イタリア系住民中心の組織的犯罪集団 

3.一般的に，暴力的な犯罪組織 

←シチリア Sicilia 

イタリア半島南部の地中海 大の島，シシリー 

1836. ドンキー donkey 1.驢馬（ロバ） 2.間抜け，馬鹿者 

1837. ドンキホーテ Don Quixote スペイン語 

Cervantes（セルバンテス）作の長編小説の主人公名

Cervantes－スペインの作家（1547－1616） 
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1838. ドンゴロス dungarees 
ダンガリース 

インド語。 

1.麻袋（アサブクロ） 2.粗末な服 
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【ナ行の部】 

1839. ナイター nighter 和製語。外国では通用しない 

正しくは，ナイトゲーム（night game） 

夜間試合 

1840. ナイテインゲール nightingale 
ナイテインゲイル 

ヨーロッパに広く分布する小鳥（夜間，高い美声で

泣く）。通称：夜泣き鳥 

1841. ナイト ／night 

＼knight 

夜 

中世ヨーロッパの騎士 

1842. ナイトメア nightmare 悪夢 

1843. ナイフ knife 1.小刀（コガタナ） 2.洋食用の小刀 

1844. ナイーブ naive 素朴な，純真な 

1845. ナイロン nylon 絹に似た光沢のある高強度の合成繊維 

1846. ナショナライズ nationalize 帰化する 

ナショナライゼイション nationalization 

帰化 

 ナショナリスト nationalist 愛国主義者 

 ナショナリズム nationalism 愛国主義 

1847. ナチュラライズ naturalize （外国人を）帰化させる 

 ナチュラライゼイション naturalization （外国人の）帰化 

1848. ナチュラルフーズ natural foods （有機栽培の）自然食品 

1849. ナット nut ／木の実←ココナッツ（coconut）椰子の実 

＼止め螺子（ネジ） 

1850. ナップザック kanapsack ドイツ語。小型のリュックサック 

リュックサック－rucksack 

ドイツ語。背負い袋 

1851. ナトリューム Natrium ドイツ語。 

海水中に食塩として大量に含まれる金属元素 

1852. ナノテクノロジー nanotechnology 10 億分の１単位で，物質の構造を制御する技術 

←nano 10 億分の１ 

1853. ナビ  navigator（ナビゲイター）の略。 

1.航海士 

2.車に同乗して，道案内する人 

navigation（ナビゲイション）の略。 

1.航海，飛行 2.誘導，案内 

→カーナビ car navigation system の略 

      カー ナビゲイション システム 

人工衛星からの電波を受けて車を運転する技術のシ

ステム 

1854. ナプキン napkin 食事中，胸や膝に掛ける布巾（フキン） 

1855. ナポリタン napolitan フランス語。ナポリ風の料理 

ナポリ－Napoli フランス南部の王国 
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1856. ナリッシュメント nourishment 1.栄養のある食物 2.育成 

←ナリッシュ nourish 

養育する，育成する 

1857. ナルシスト narcissist 自己陶酔する人 

 ナルシシズム narcissism 自己愛，自己陶酔 

1858. ナレイション narration 1.語り 2.映画や演劇中の語り 

 ナレイター narrator 語り手 

←ナレイト narrate 

語る 

1859. ナーサリー nursery 託児所 

cf day nursery デイ ナーサリー 

保育所 

 ナース nurse 1.看護士 2 看護する 

 ナースステーション nurse station 
ナース ステイション 

看護士詰め所 

1860. ナンセンス nonsense 1.馬鹿げた事 2.無意味な事 

1861. ナンバー number 番号 

 ナンバープレート number plate 
ナンバー プレイト 

車の番号札 

plate－1.（金属製，ガラス製の）板 

2.車のナンバープレート 

（米）license plate ライセンス プレイト 

（英）number plate 

1862. ナーブ nerve 神経 

→ナーバス nervous 

神経質の 

1863. ニアミス near miss 航空機同士の異常接近 

miss－失敗，やり損ない 

1864. ニコチン nicotine 煙草に含まれる無色で揮発性の毒素 

 ニコチニズム nicotinism ニコチン依存症 

1865. ニックネーム nickname 
ニックネイム 

1.あだ名 2.愛称 

1866. ニッチ産業 niche industry niche－隙間 

industry－産業 

＝隙間（スキマ）産業 

＝既存の産業が進出していない，小さな分野の市場

で成り立つ産業 

1867. ニット knit 編み物 

 ニットドレス knit dress 編み物の衣類 

1868. ニッパー nipper 挟み道具 

←ニップ nip 

挟む 

1869. ニヒル nihil ラテン語。虚無（キョム），空（クウ） 
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 ニヒリスト nihilist 虚無主義者 

 ニヒリズム nihilism 虚無主義 

1870. ニュアンス nuance フランス語。音，色，意味等の微妙な違い 

1871. ニュークリア nuclear 1.原子力の 2.核兵器の 

 ニュークリア ウエイスト nuclear waste 核の廃棄物 

waste－1.排泄物 2.ごみ，屑（クズ） 

 ニュークリア ウエポン nuclear weapon weapon－武器，兵器 

＝核兵器 

1872. ニュータウン new town 大都市周辺の衛星都市，住宅都市 

cf 衛星都市 satellite town サテライト タウン 

1873. ニュートラル neutral 1.中立 

2.機械装置の動力源が切れた状態 

1874. ニューフェイス new face 和製語。映画やテレビ等の新人，新顔 

1875. ニューメラス numerous 莫大な，大量の，沢山の 

1876. ニューモニア pneumonia 肺炎 注：p は無発音 

1877. ニンフ nymph ギリシャ神話の「山，川，木等に宿る妖精」 

1878. ニーズ needs 是非，どうしても 

←need ニード 

必要ある 

1879. ニート  n
．
ot in e

．
ducation, e

．
mployment or t

．
raining 

ノッ イン エヂュケイション エンプロイメント オ

ア トレイニング 

教育，職業（就職），訓練を受けようとしない人達

1880. ヌード nude 1.裸（ハダカ） 

2.絵画，写真，彫刻等の裸体像 

1881. ヌードル noodle めん類 

 ヌードル ベンダー noodle vender 和製語。メン類販売業者 

vender－行商人（ギョウショウニン），物売り 

1882. ネイサル nasal 鼻の 

 ネイサルボーン nasal bone 
ネイサル ボウン 

鼻骨（ビコツ） 

1883. ネイダー Nadir 天底（テンテイ） 

＝足元の所 

：ゼニス Zenith 

天頂（テンチョウ） 

＝水平線と天との境目 

1884. ネイチャー nature 1.自然 2.性質 

 ネイテイブ native 1.出生地の 2.原住民 

1885. ネイビー navy 海軍 

：アーミー army 

陸軍 
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1886. ネイミング naming 名前を付ける事。命名 

←ネイム name 

名前 

 ネイムバリュー name value 和製語。知名度の高い事から生じる価値 

1887. ネオンサイン neon sign ネオンによる屋外広告 

neon－（化学）希少ガス 

sign－看板，広告 

1888. ネガ  negative（ネガテイブ）の略。否定的な 

：ポジ positive（ポジテイブ）の略。 

肯定的な 

1889. ネクタイピン necktie pin 和製語。ネクタイ用の飾りピン 

1890. ネグリジェ neglige フランス語。女性用の部屋着（ヘヤギ） 

1891. ネグレクト neglect 1.無視 2.育児放棄 

→ネグリジェンス negligence 

無関心，無頓着 

→ネグリジェント negligent 

無関心な，無頓着な 

→ネグリジブル negligible 

無視できる，取りに足りない 

1892. ネゴ  ／negotiation（ネゴウシエイション）の略。 

 交渉，折衝（セッショウ） 

＼negotiate（ネゴウシエイト）の略。 

 公称する，折衝する 

1893. ネックレース necklace 
ネックレイス 

首飾り 

1894. ネット オークション net auction インターネットによる競売 

 ネットショッピング net shopping インターネットによる買い物 

 ネットワーク network 1.放送網 2.コンピューターの通信網 

1895. ネビュライザー nebulizer （医学）医療用噴霧器 

1896. ネビュラス nebulous 不明瞭な，漠然とした 

←ネビュラ nebula 

星雲（セイウン），星のように見える天体 

1897. ネプチューン Neptune ローマ神話の「海王星」 

1898. ノイズ noise 音，騒音 

→ノイジー noisy 

うるさい，騒がしい 

1899. ノイローゼ Neurose ドイツ語。神経症 

1900. ノウエア nowhere 1.どこにも無い 2.取り柄の無い 

1901. ノウハウ know-how 1.技術的知識 2.物事のやり方 

1902. ノクターン nocturne ラテン語の「夜」。転じて，夜想曲 

1903. ノスタルジー nostalgie フランス語。郷愁（キョウシュウ） 

 ノスタルジャ nostalgia 1.郷愁 2.追憶 
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1904. ノズル nozzle 蒸気，燃料，水道等の吹き出し口 

1905. ノック knock 1.戸を叩く 2.（野球の）守備練習のボール打ち 

 ノックアウト knockout ボクシングで，相手を叩きのめす行為，KO 

 ノックダウン knockdown ボクシングで叩きのめされた状態 

1906. ノッチ notch 1.目盛り 2.切り込み 

1907. ノマド nomad 
ノウマッド 

1.遊牧民 2.放浪者 

1908. ノリッジ knowledge 知識 

←know ノウ 

知っている 

1909. ノルマ norma ロシア語 

旧ソ連時代の，労働者に対する労働基準量。一般的

勤務，労働の最低基準 

1910. ノロウイルス Norovirus （医学）冬，急性胃腸炎の元となるウイルス 

ウイルス－英語の virus（バイラス） 

1911. ノーコメント no comment 
ノウ コメント 

「何も言うこと無し」の意味 

 ノーサイド no side 
ノウ サイド 

ラグビーの「試合終了」 

＝「敵味方なし」の意 

 ノーチャージ no charge 
ノウ チャージ 

無料 

←charge 料金 

 ノーマーク no mark 
ノウ マーク 

和製語。注意や警戒をしない事 

 ノーモア no more 
ノウ モア 

「もう沢山」や「もう，言う事無し」等の意 

1912. ノートパソコン note personal 

computer 
ノウト パースナル コン

ピューター 

ほぼノートブック大の大きさの，携帯可能なパソコ

ン 

1913. ノーブル noble 
ノウブル 

崇高な，上品な 

 ノーブルネス nobleness 
ノウブルネス 

上品さ，気高さ（ケダカサ） 

1914. ノーマル normal 正常な 

 ノーマライゼイション normalization 正常化 

：アブノーマル abnormal 

1.異常な 2.変態の 

アブノーマリテイ abnormality 

1.異常 2.変則 

1915. ノーミネート nominate 
ノウミネイト 

1.指名する 2.推薦する 

 ノーミネーション nomination 
ノウミネイション 

1.指名 2.推薦 

1916. ノンアルコール non alcohol 
ノン アルカホル 

アルコール気の全く無い 
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 ノンステップバス non step bus 床面が低くて，昇降口に殆ど段差の無い，低床バス

 ノンストップバス non stop bus 和製語。目的地まで，殆ど無停車のバス 

 ノンフィクション non fiction 虚構を含まない作品 

fiction－虚構，作りごと 

 ノンプロ  non professional（ノン プロフェッショナル）の略。

職業的ではない，実業団等の素人（シロウト）の野

球 

 ノンポリ  non political（ノン ポリテイカル）の略。 

政治的ではない，政治に全く関心の無い 

 ノンレム睡眠 non-REM sleep REM－r
．
apid e

．
ye m

．
ovement 

   ラピッド アイ ムーブメント 

睡眠中，眼球が急速に動く動作（成人では，一夜の

睡眠の約 80％を占める） 
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【ハ行の部】 

1915. ハイウエイ high way （米）幹線道路，主要道路 

cf 高速自動車道 

（米）expressway イクスプレスウエイ 

1916. ハイオク  high-octane gasoline（ハイ オクテイン ギャソリー

ン）の略。 

オクタン価の高いガソリン 

オクタン←octane 炭化水素 

1917. ハイカー hiker 徒歩旅行者 

←ハイク hike 

山歩きする 

→ハイキング hiking 

自然に親しみ，山野を歩く事 

1918. ハイカラ high collar 
ハイ カーラー 

「高い襟」の事。 

転じて，洋風の気取った様子 

←collar 襟飾り 

 ハイジャック high jack 乗り物，特に飛行機の乗っ取り 

 ハイジーン hygiene 公衆衛生 

→ハイジニックス hygienics 

公衆衛生学 

 ハイタッチ high touch スポーツ選手が，喜んで互いの手の平を高く挙げて

打ち合わせる動作 

 ハイテク  high technology（ハイ テクノロジー）の略。 

高度技術 

 ハイテンション high tension 1.高圧電流 2.緊張状態 

tension－1.電圧 2.緊張状態 

 ハイテンポ high tempo 高速 

tempo－イタリア語，速度 

 ハイヒール high heel 踵（カカト）の高い婦人靴 

1919. ハイパーインフレ  hyper inflation（ハイパー インフレイション）の略。

hyper－非常に興奮した，落ち着きの無い 

inflation－通貨膨張，暴騰 

＝短期間の急激な物価上昇 

1920. ハイフン hyphen 補助記号の－ 

1921. ハイブリッドカー hybrid car hybrid－混合の 

＝ガソリンと電気とを併用した車 

＝HV car 

1922. ハイボール highball （米）ウイスキー等をソーダ水で割った酒 

ウイスキー－whisky 

ソーダ－soda（オランダ語） 

1923. ハイヤー hire 
ハイアー 

hire－雇う 

客の求めに応じて走らせる自動車 
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1924. ハイライト high light 1.絵画や写真等で， も明るく見せる部分 

2.演劇や放送等で， も目立つ部分 

1925. ハイリスク ハイリターン high risk high return 「高度の危険がある程，高い収益がある」との例え

 ハイレベル high level 
ハイ レブル 

高水準 

1926. ハウスキーパー house keeper 1.家政婦 2.住宅や事務所の管理人 

1927. ハグする hug 抱え込む，抱き締める 

1928. ハザードマップ hazard map hazard－危険，冒険 

map－地図 

＝災害予測地図 

1929. ハッカー hacker （米）コンピューターのシステムに不法侵入して，

プログラム等を破壊する人 

 ハッキング hacking ←ハック 

1.ずたずたにする 2.切り刻む 

1930. ハッスル hustle 張り切る，元気を出す 

 ハスラー hustler 1.猛烈商人 2.（米）野師（ヤシ），賭博師 

1931. ハットトリック hat trick サッカー（soccer）で，一人の選手が３点以上得点

する行為 

1932. ハネムーン honeymoon 
ハニムーン 

1.蜜月 2.新婚旅行 

←honey 蜂蜜（ハチミツ） 

1933. ハッピーエンド  happy ending（ハピ エンデイング）の略。 

幸せな結末 

1934. ハプニング happening 思いがけない出来事 

←ハップン happen 

偶然起こる 

1935. ハブ空港 hub airport 
ハブ エアポート 

hub－拠点，中心 

airport－空港，飛行場 

＝拠点空港 

1936. ハミング humming 口を閉じて，鼻に声を抜いて歌う事 

←hum ハム 

鼻歌を歌う，ハミングする 

1937. ハモニカ harmonica 
ハーモニカ 

小型の吹奏楽器 

1938. ハラスメント harassment 人を悩ませる事，嫌がらせる事 

←harass 嫌がらせる，困らせる 

→セクハラ sexual harassment 

      セクシュアル ハラスメント 

性的嫌がらせ 

→パワハラ power harassment 

      パウアー ハラスメント 

上司や上役（ウワヤク）の力による嫌がらせ 

→モラハラ moral harassment の略。 

      モウラル ハラスメント 

道徳的嫌がらせ 
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1939. ハリケーン hurricane 
ハリケイン 

熱低による暴風雨 

←hurry 急ぐ  cane 鞭（ムチ） 

 ハリー    ケイン 

1940. ハロウイーン Halloween 10 月 31 日の米国の祭り 

1941. ハロー ／halo 
 ヘイロウ 

＼hello 
 ヘロウ 

光の輪 

 

ヤー，こんちわ 

1942. ハローワーク hellowork 和製語。「公共職安」の通称 

1943. ハンカチ  handkerchief（ハンカチーフ）の略。 

ハンケチ 

1944. ハンガー ／hanger 

＼hunger 

洋服掛け 

空腹，飢餓（キガ） 

1945. ハングライダー  

 

hang glider（ハング グライダー）の略。 

小型の懸垂式グライダー 

hang－吊るす，ぶら下げる 

glider－滑空機（カックウキ） 

←glide グライド 

滑る 

1946. ハングリー hungry 飢えた，空腹の 

1947. ハンサム handsome 見事な 

 ハンサムボーイ handsome boy 
ハンサム ボイ 

美少年，美男子 

1948. ハンスト  hunger strike（ハンガー ストライク）の略。 

飢餓状態でのストライク 

strike－ 1.（労働者たちの）同盟罷業 

 2.（生徒達の）同盟休校 

1949. ハンター hunter 狩人（カリウド），猟をする人 

1950. ハンデ  handicap（ハンデイキャップ）の略。 

身体的，精神的不利益状態 

1951. ハンドクラフト handcraft 手仕事，手細工（テザイク） 

 ハンドスピーカー hand speaker 和製語。手持ち式の拡声器 

 ハンドブック handbook 手引き，案内書 

 ハンドボール handball 1.壁にボールをぶつける競技 

2.サッカーで，ボールに手を触れる反則 

サッカー－soccer ソッカー 

 ハンドマイク  hand microphone（ハンド マイクロフォウン）の略。

和製語。手持ち式拡声器 

 ハンドメード handmade 
ハンドメイド 

手作り，手製 

1952. ハンドル handle 取っ手 

cf 自動車のハンドルは wheel（ホイール） 

 自転車のハンドルは handle bar（ハンドル バー）
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1953. ハンバーガー hamburger （米）ハンバーグステイキを丸パンで挟んだ食べ物，

バーガー 

ハンバーグステイキ－hamburg steak 

ステイク－ビフテキ beefsteak 

焼き肉料理 

1954. ハンマー hammer 1.金づち 2.陸上競技のハンマー投げ競技の用具 

1955. ハンモック hammock 吊り床（ツリドコ） 

1956. ハートフル heartful 心のこもった 

←heart ハート 

心 

 ハートブレイク heart break 心痛ませるような，沈痛な 

1957. ハードウエア hardware 機械装置 

：ソフトウエア software 

情報媒体 

 ハードカバーの本 hardcover book 
ハードカバー ブック 

厚手の表紙の本 

 ハードワーク hard work きつい仕事，重労働 

1958. ハードル hurdle 1.陸上競技の，金属製や木製の枠（ワク） 

2.転じて，越えねばならぬ難関，関所（セキショ）

1959. ハーネス harness 1.馬車の引き具 

2.登山のザイルを，体に巻き付けるベルト 

ザイル－seil 

ドイツ語。登山用の綱（ツナ） 

1960. ハーバー harbor, harbour 港 

1961. ハーフタイム half time 競技で，前半と後半との間の休止時間 

 ハープパイプ レース half pipe race 
ハーフ パイプ レイス 

Ｕ字型の溝での競技 

←ハーフパイプ halfpipe 

Ｕ字溝（ユージコウ）＝水路 

1962. ハープ harp 竪琴（タテゴト） 

→ハーパー harper 

竪琴奏者 

1963. ハーブ herb 薬用植物 

 ハーブテイー herb tea 薬用の煎じ薬→薬用植物の茶 

1964. ハーベスト harvest 収穫 

1965. ハーモニー harmony 調和 

 ハーモニアス harmonious 調和のとれた 

 ハーモニゼーション harmonization 
ハーモニゼイション 

調和，一致 

←ハーモナイズ harmonize 

調和させる，一致させる 

1966. ハーモニカ harmonica 小型の吹奏楽器，ハモニカ 

1967. ハーレム harem イスラム教の聖地。転じて，男子禁制の場所 

イスラム－Islam（アラビア語，正しくはイスラーム）
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1968. パイ pie 肉や果物等を焼いた料理や菓子 

→アップルパイ apple pie 

リンゴを揚げたパイ 

－－フルーツパイ fruits pie 

果物を揚げたパイ 

1969. パイオニア pioneer 開拓者，先駆者 

1970. パイナップル pineapple 南アフリカ原産の果物 

1971. パイプ ハンガー pipe hanger 和製語。パイプ付きの洋服掛け 

 パイプライン pipe line 石油，ガス等を運ぶ管（輸送管 ユソウカン） 

1972. パイレーツ pirate 
パイラット 

1.海賊 2.著作権，特許権の侵害者 

1973. パイロット pilot 1.飛行機の操縦者 2.水先案内人 

 パイロットランプ pilot lamp 電気器具の「標示灯」 

1974. パイン pine tree 
パイン トリー 

松の木 

pineapple パイナップル 

実が松の木の実によく似ているからこの名を付けた

1975. パウダー powder 1.粉 2.白粉（オシロイ） 

 パウダールーム powder room （ホテル等の）女性用化粧室 

1976. パケット packet 
パッケット 

手荷物，小包み（コヅツミ） 

1977. パジャマ pajama 上着とズボンから成る寝間着 

ズボン－jupon（フランス語） 

1978. パスタ pasta イタリア語。イタリア料理に使うめん類 

1979. パステル（画） pastel 洋画に使う乾性の絵の具 及びその絵 

1980. パスポート passport 外国旅行者の身分等を示す公文書＝旅券 

 パスボール passed ball 
パースト ボール 

野球で，取り損ねたボール 

 パスワード password 1.合言葉（アイコトバ） 2.暗証番号 

1981. パズル puzzle 謎解きの遊戯 

→パズリング puzzling 

人を困らせるような 

1982. パセテイック pathetic 哀れを誘う，痛ましい 

1983. パセリ parsley 
パースリー 

地中海原産の青野菜 

1984. パソコン  personal computer（パースナル コンピューター）の

略。個人用コンピューター 

1985. パターン pattern 1.原型 2.模型 

1986. パック pack 荷物，包み 

 パッケージ package 
パッキッジ 

1.郵便小荷物 2.商品等の詰め合わせ 
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1987. パッション passion 1.感情 2.情熱 

→パッショネート passionate（パッショネイト） 

情熱的な 

1988. パッシング passing 1.通り過ぎていく 2.つかの間の 

1989. パッセージ passage 
パッシッジ 

1.文章の一節 2.音楽での音節の一区切り 

1990. パッセンジャー passenger 乗客，旅客（リョキャク） 

 パセンジャー シート passenger seat 車の助手席（運転手の隣， 良の座席とされる） 

1991. パッチワーク patchwork 布切れを繋ぎ合わせた手芸作品 

←patch 繋ぎ合わせる  work 作品，仕事 

1992. パット putt ゴルフで，グリーン上のボールを，ホールに向け打

つ行為 

1993. パテイシエ paticier フランス語。洋菓子の職人 

1994. パテント patent 1.特許権 2.専売特許 

1995. パトカー patrol car 
パトロウル カー 

巡回，巡視用の車 

1996. パトス pathos 一瞬で，物事を生み出す契機となる感情 

1997. パトリオット patriot 愛国者 

 パトリオテイズム patriotism 愛国心 

1998. パトロン patron 
ペイトロン 

保護者。特に芸術家等に経済的援助をする人 

→パトロニッジ patronage（ペイトロニッジ） 

後援，保護 

1999. パニック panic 1.恐慌 2.混乱状態 

2000. パネル panel 
パヌル 

1.羽目板 2.絵を描く板 3.陪審員 

 パネリスト panelist 公開討論会の討論者 

 パネル デイスカッション panel discussion ある特定の問題について数人の意見発表者が，聴衆

の前で行う意見発表会 

2001. パノラマ panorama 1.広い展望 2.大自然の眺めを，室内で出来る装置

2002. パパラッチ paparazzi イタリア語。 

ゴシップ写真を撮るため，有名人を追っかけ回すカ

メラマン 

ゴシップ－gossip 

噂話（ウワサバナシ） 

2003. パピイウオーカー puppy walker puppy－子犬 

walker－歩く人，歩行者 

＝盲導犬の訓練を行う子犬の養成所 

2004. パピルス papyrus 古代エジプトで，「パピルス」と言う草の葉で作られ

た紙。今の紙の元 

2005. パビリオン pavilion 展示会の展示場に，一時的に設けられた仮設の建物

2006. パフ puff 粉白粉（コナオシロイ）を肌に軽く叩きつけるため

の化粧道具 
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2007. パフューム perfume 
パーフューム 

芳香（ホウコウ） 

2008. パフェ pafait フランス語 

アイスクリームと種々の果物とをグラスに盛り付け

たもの 

2009. パフォーマンス performance 1.上演 2.実績 

←パーフォーム perform 

1.役を演じる 2.演奏する 

 パフォーマー performer 演劇，演奏をする人 

2010. パプリカ paprika ハンガリー語。唐辛子（トウガラシ），食用香辛料

2011. パブ  public house（パブリック ハウス）の略。 

public－公の，公衆の 

house－家，建物 

＝1.大衆バー 2.洋風居酒屋 

2012. パブリック オピニオン public opinion public－公の 

opinion－意見 

＝世論，与論 

 パブリック コメント public comment public－公衆の，一般の 

comment－批評，論評 

行政機関が，規則の制定，改廃等について，国民の

意見を求める行為 

2013. パブリシテイ publicity 1.一般への周知徹底 2.政府等の広報活動 

2014. パペット puppet 1.操り人形 2.傀儡（カイライ） 

＝自らの意見を持たず，他人の言いなりになる人 

2015. パラグライダー paraglider 空を飛んで楽しむスポーツ 

←para＝parallel 平行に 

←glide（グライド） 滑る，滑空する 

2016. パラサイト parasite 1.寄生虫 2.他人の収入で暮らす人 

 パラサイト シングル parasite single 和製語。成人後も，親たちや兄弟たちの収入で暮ら

す独身の人 

＝寄生虫の独身者 

2017. パラシュート parachute フランス語。落下傘 

 パラソル parasol （女性用の）日傘（ヒガサ） 

 パラダイス paradise 楽園，天国 

 パラダイム paradigm 用語集 

凡例（ハンレイ）＝書物の 初に掲げる編集方針等

の箇条書き 

 パラドックス paradox 1.逆説 2.矛盾（ムジュン） 

 パラフィン紙 paraffin paper 
パラフィン ペイパー 

包装用模造紙 

紙に，パラフィンの蝋を染み込ませた紙（耐水，耐

湿性 極めて大） 

 パラフレイズ paraphrase 1.言い換え 2.言い換える 

 パラボラアンテナ parabola antenna 電波を，一定方向に集中受信させるアンテナ 
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 パラマウント paramount 高の，卓越した 

 パラライズ paralyze 麻痺させる 

→パラリシス paralysis 

麻痺（マヒ） 

 パラリンピック paralympic 国際身障者スポーツ大会 

←parallel（パラレル） 平行者の要る 

＋olympic（オウリンピック） 

 パラレルバー parallel bar 平行棒 

2018. パリジェンヌ parisienne フランス語。パリ生まれの女性 

2019. パルス pulse 脈拍，脈動 

2020. パレット palette 油絵や水彩画の調合用の板（ボード） 

2021. パレード parade 
パレイド 

祭りの華やかな行進 

→オンパレード on parade（オン パレイド） 

1.大行進 2.勢揃い 

2022. パロデイ parody 他人の真似をした詩文 

 パロデイスト parodist 人まね作家 

2023. パワー power 力 

→パワフル powerful 

強力な 

 パワーアップ power-up 大いに力を付ける事 

 パワーゲーム power game 
パワー ゲイム 

国家間の勢力争い 

 パワーシャベル power shovel 
パワー シャブル 

掘削用の土木機械 

 パワハラ power harassment 
パワー ハラスメント 

上役や，上司の力による嫌がらせ 

harassment－人を悩ませる，困らせる 

 パワーブローカー power broker 
パワー ブロウカー 

政界の黒幕 

broker－黒幕，周旋屋 

 パワーポリテイックス power politics power－力の 

politics－政治 

＝権力政治 

2024. パーカ parka （米）フード付きの防寒服 

フード－hood 

頭巾（ズキン） 

2025. パーカッション percussion ポピュラー音楽の打楽器 

ポピュラー音楽－popular music 

通称：pop music（ポップ ミュージック） 

2026. パーキング エリア parking area 
パーキング エアリア 

1.駐車区域 2.高速道路の駐車場（トイレ等を備え

小休止できる） 

 パーキングブレーキ parking brake 
パーキング ブレイク 

駐車用のブレーキ 

＝（米）サイドブレーキ side brake（サイド ブレ

イク） 
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2027. パーシモン persimmon 柿（カキ） 

2028. パージ purge 1.追放 2.粛正 

cf レッドパージ red purge 

共産党員を公職，企業等から追放した。日本では戦

後，ＧＨＱの指令により大規模に行われた。 

通称：赤狩り 

2029. パーセント percent 百分率 ％ ←後部アクセントに注意 

←per ～につき  cent 100 

2030. パーソナリテイ personality 
パースナリテイ 

1.人格 2.個性 

2031. パーソネル personnel （官庁や会社等の）総人員，全職員 

2032. パーティクル particle 1.微粒子 2.小さな粒 

2033. パーテイッション partition 1.区分 2.（建物や部屋等の）間仕切り 

←パート part 

2034. パーテイ party 1.宴会 2.党派 3.仲間 

 パーテイ ガバーンメント party government 政党政治，政党内閣 

2035. パート ／part 

＼part time job 
 パート タイム ジョ

ブ 

 

一日の内の短時間勤務の仕事 

＝パートタイマー part timer 

パートの従業員，非常勤 

2036. パートナー partner 1.配偶者 2.共同経営者 

3.ダンスやテニス等の相棒 

 パートナーシップ partnership 1.仲間関係 2.共同経営 

2037. パーフェクト perfect 完全な 

→パーフェクション perfection 

完全，完成 

2038. パープル purple 紫色 

2039. パーマ  permanent wave（パーマネント ウエイブ）の略。 

電熱等で毛髪を波状にした髪 

permanent－永久的な 

wave－波 

2040. パーム palm 1.手のひら 2.椰子（ヤシ）の葉 

2041. 短パン  short pants（ショート パンツ）の略。 

丈（タケ）の短いズボン 

ズボン－jupon フランス語 

2042. パン Pão ポルトガル語。食品のパン 

 パンケーキ pancake 
パンケイク 

小麦粉等を交ぜ併せて焼いた菓子 

2043. パンク  puncture（パンクチャー）の略。 

自動車や自転車等のチューブが破裂する事 

チューブ－tube 管（クダ） 

2044. パンサー panther 1.豹（ヒョウ） 2.獰猛（ドウモウ）な人 
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2045. パンジー pansy ヨーロッパ原産の観賞用植物。三色スミレ 

2046. パンスト  panty stocking（パンテイ ストッキング）の略。 

和製語。タイツ風のストッキング 

タイツ－tights 肌に密着するような衣類（バレー等

のスポーツ用） 

バレー－ballet 

2047. パンタグラフ pantograph 
パントグラフ 

1.電車等の屋根に付ける集電装置 

2.地図等を拡大，縮小させる製図器 

2048. パンチパーマ  punch permanent（パンチ パーマネント）の略。 

短髪にパーマを掛けた男性用の髪形（カミガタ） 

2049. パンツ pants 1.運動時に履く短いズボン 2.ズボン風の下履き 

ズボン－jupon フランス語 

2050. パンデミック pandemic 全世界的に広がる病気 

←pan 全体の ＋ demic 伝染病 

＝epidemic エピデミック 

2051. パントマイム pantomime せりふは言わず，身振りだけで演じる芝居 

2052. パンドラ Pandora ギリシャ語で「全ての贈り物を捧げられた地上 初

の女」の事 

 パンドラボックス Pandora box ゼウスの神がパンドラに与えた「災害を封じ込めた

小箱」の事 

ゼウス－Zeus ギリシャ神話の「 高の神様」 

2053. パンフ  pamphlet（パンフレット）の略。 

紙を綴じた小冊子（ショウサッシ） 

2054. パンプキン pumpkin 南瓜（カボチャ） 

2055. パースピレーション perspiration 
パースピレイション 

発汗（ハッカン） 

←パースピレイト perspirate 

発汗する，汗をかく 

2056. （白）バイ  （白塗りの）auto bicycle オート バイシクル 

自動二輪車，単車 

2057. バイオ bio ギリシャ語の「生命」の意味。また，接頭辞 

 バイオアベイラビリテイ bioavailability ←bio（バイオ）生体 avail（アベイル）利用する 

＝生体内利用率（投与された薬剤が循環血液中に取

り込まれた割合） 

 バイオエシックス bioethics 生命倫理学 

←bio 生命の  ethics 論理学 

 バイオテクノロジー biotechnology 生命工学，生物工学 

←technology 

工業技術，工学 

 バイオハザード biohazard （病原体や寄生虫等による）生物災害 

←hazard 危険要素，危険さ 

 バイオマス biomass 潜在的エネルギーと見做される生命資源 

←mass 集団，集まり 
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 バイオリズム biorhythm 生体上の周期性（睡眠と覚醒との周期） 

←rhythm 周期，リズム 

2058. バイオグラフィー biography 伝記，伝記文学 

2059. バイオリン violin →後部アクセントに注意 

 バイオリニスト violinist バイオリン奏者 

2060. バイオレット violet 菫（スミレ） 

2061. バイオレンス violence 暴力 

 バイオレント violent 暴力的な 

2062. バイオロジー biology 生物学 

2063. バイキング Viking ８世紀後半から 11 世紀にかけて，ヨーロッパ各地に

進攻した北方ゲルマン民族 

ゲルマン－Germane ドイツ語 

cf バイキング料理 

各種の料理を並べて，客が自由に取り分ける食事 

2064. バイク  ／bicycle（バイシクル）の略。自転車 

＼motor bike（モーター バイク）の略。 

 （米）小型のオートバイ 

オートバイ－auto bicycle（オート バイシクル） 

和製語。自動二輪車，単車 

2065. バイス プレジデント vice president 米国の副大統領 

vice－副 

president－大統領 

2066. バイタル vital 生命力ある，活気のある 

→バイタリテイ vitality 

生命力，活気 

2067. バイト  arbeite（アルバイト）の略。 

1.労働 2.学問上の業績 3.学者や研究者の内職 

2068. バイナリー binary 1.二つの 2.二進法 

cf ２拍子（ニビョウシ） 

binary measure（バイナリー メジャー） 

2069. バイパス bypass （混雑する市街地の通路を避けるための）迂回路 

←by 脇を，側を 

 pass 通る，過ぎる 

2070. バイブル Bible キリスト教の聖書 

2071. バイプレイヤー by player 
バイ プレイアー 

和製語。映画や演劇等の脇役 

2072. バイブレーション vibration 
バイブレイション 

振動（シンドウ） 

 バイブレート vibrate 
バイブレイト 

振動する，震える 

→バイブレーター vibrator（バイブレイター） 

振動によって，筋肉等を揉みほぐす器具（電気マッ

サージ器） 

マッサージ－massage 
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2073. バイリンガル bilingual 1.二か国語を話す人 2.二か国語を同時放送する事

←bi 二つの 

 lingual←language（ランギッジ） 言語 

2074. バウチャー voucher 1.保証人 2.商品の割引券 

2075. バウンド bound 弾む，跳ね返る 

2076. バガボンド vagabond 放浪者，さすらい人（ビト） 

2077. バカンス vacances フランス語。保養地での長期休暇，バケイション 

バケイション－英語の vacation 

2078. バキューム vacuum 真空 

 バキュームカー vacuum car 和製語。真空ポンプとタンクとを備えた車 

ポンプ－pomp オランダ語。圧力の利用で液体や空

気を送る装置 

←tank 1.液体や気体を収める密閉の容器 2.「戦

車」の意味もある 

 バキュームポンプ vacuum pump 真空ポンプ pomp はオランダ語 

2079. バギー buggy 赤ちゃんを運ぶ車 

＝バギーキャリッジ buggy carriage 

carriage－carry 運ぶ 

2080. バクテリア bacteria 細菌 

2081. バケツリレー bucket relay 
バッキット リレイ 

relay－中継，転送 

和製語。消火等のため，多数の人が水入りのバケツ

を手渡す行為 

2082. バザー bazzar （米）bazar 

元，ペルシャ語の「市場」の事。 

転じて，今は，社会事業等で，資金集めのために催

す慈善市。 

更に，百貨店等の「大売り出し」の事も言う。 

2083. バス ／bus 

－bass 

＼bath 

大型の乗合自動車 

音声の 低音域及びその歌手←正しい発音はベイス

洋式の風呂（フロ），浴室 

 バスガール bus girl 和製語。観光バスで，名所等の案内をする女性 

 バスガイド bus guide 和製語。観光バスの案内係の乗務員 

正しくは bus tour guide バス ツア ガイド 

 バスジャック bus jack 走行中のバスの乗っ取り 

 バスターミナル bus terminal terminal－終点 

＝バスの発着場，終点 

 バスツア bus tour バスによる観光旅行 

2084. バスケ  basketball（バスキットボール）の略。 

籠球（ロウキュウ） 

2085. バスタオル bath towel 
バス タウエル 

湯上がりに使う大型のタオル 

 バスタブ bath tub 洋式の浴槽 

←tub 桶（オケ） 
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 バスローブ bath robe 
バス ロウブ 

湯上がり用の部屋着 

robe－長くてゆったりした外衣（ガイイ） 

2086. バスト bust 1.胸部 2.上半身 

2087. バズーカ bazooka 対戦車用のロケット砲 

ロケット－rocket ロッキット 

発射装置 

2088. バタフライ butterfly 蝶（チョウ）。転じて，水泳の泳ぎ方の一つ 

2089. バチェラー bachelor 1.大学卒業生，学士 2.男の独身者 

2090. バックアップ back-up 支援，援護 

 バック カントリー back country 町中（マチナカ）を離れた奥地 

 バックグラウンド back ground 背景 

 バックスクリーン back screen 和製語。野球場で，打球が見えるように，センター

後方に設けられた暗緑色の壁 

 バックスタンド back stand 和製語。野球場の観客席 

 バックドア back door 1.裏口 2.秘密 

 バックナンバー back number 1.定期刊行物の既刊号 2.車の後部の背番号 

3.運動選手の背番号 

 バックネット back net 和製語。野球場の後部の網（アミ） 

 バックボーン backbone 
バックボウン 

背骨。転じて，その人の思想，信念 

 バックミラー back mirror 車の運転席脇の，後方を見る鏡 

 バックヤード backyard 裏庭 

←yard 庭，構内 

 バックライト back light 1.逆光 2.舞台後方からの照明 

 バックラッシュ backlash （政策等に対する）大衆の反発，抵抗 

←back 後方での 

←lash 1.打撃 2.非難 

2091. バックル buckle 靴の飾り締め金具（カナグ） 

2092. バゲージ baggage 
バッギッジ 

旅行用の手荷物 

2093. バッシング bashing 非難，攻撃 

←bash バッシュ 

殴る，強打する 

2094. バスケ  basketball（バスキットボール）の略。 

籠球（ロウキュウ） 

2095. バッジ badge 襟や帽子等に付ける小さな記章。バッチ 

2096. バッター batter 打者 

←bat バット 

2097. バッテリー battery 1.蓄電池 2.野球の投手と捕手 

2098. バッファロー buffalo 
バッファロウ 

水牛 



145 

2099. バデイ buddy 仲間，相棒（アイボウ） 

2100. バトル battle 戦争 

→バトルシップ battleship 

戦艦 

2101. バトン baton 1.（競技）リレー用のバトン 2.警棒 3.指揮棒 

 バトンタッチ baton touch 和製語。リレー競技で，次の走者にバトンを手渡す

行為。転じて，仕事や責任を後任者に引き継ぐ事 

←リレー relay リレイ 

2102. バドミントン badminton コート（court）中央に張られたネット（net）を挟ん

で羽根付の球を打ち合う競技 

2103. バナナ banana 後部アクセント ：バナ
．
ーナに注意 

2104. バブル bubble 1.泡 2.泡の様に実体の無い経済（バブル経済） 

2105. バラエテイ variety 
バライエテイ 

1.多様性 2.落語や漫才等，取り混ぜた演芸会 

2106. バラック barrack 粗末な仮小屋，バラック建て 

2107. バランス balance 釣り合い，均衡 

：アンバランス unbalance 

不釣り合い，不均衡 

 バランスシート balance sheet balance－収支又は貸借の均衡 

sheet－紙，表 

＝貸借対照表 

2108. バラード ballade フランス語。1.物語詩 2.物語的な器楽曲 

2109. バレー valley 谷，谷間 

2110. バリアフリー barrier free barrier－障害物 

free－の無い 

身障者や高齢者が，暮らし易い様に建物等を設計す

る事 

2111. バリエーション variation 
バリエイション 

1.変化 2.変奏曲 

2112. バリカン Bariquand フランスの会社名から採った。 

髪を刈る洋式の器具 

2113. バリケード barricade 
バリケイド 

防御用の柵（サク）。防壁 

2114. バルコニー balcony 室外に張り出した屋根瓦の無い露台（ロダイ） 

2115. バルブ bulb 1.電球 2.真空管 3.球根（キュウコン） 

2116. バルーン balloon 風船，気球 

→アドバルーン ad balloon 

ad－advertisement 広告 

←advertise アドバータイズ 宣伝する，広告する

2117. バレー ballet フランス語。舞台での舞踊 

 バレリーナ ballerina イタリア語。バレーの女性の踊り手 
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2118. バレーボール volleyball 
バリーボール 

米国創始の球技，バレー 

←volley バリー 一斉射撃 

2119. バレンタイン デイ St. Valentine's Day 米国の２月 14 日：269 年頃殉死したローマの司祭。

この日に愛する人に贈り物をする。日本では，1958

年頃より流行，女性から男性にチョコを贈る習慣あ

り 

2120. バロメーター barometer 
バロミーター 

晴雨計。転じて，物事の状態を示す目安 

2121. バロン baron 1.男爵 2.大物（オオモノ） 3.大実業家 

2122. バン ban 禁止 

→バニング banning 禁止命令 

2123. バンカー ／banker 

＼bunker 

銀行家 

ゴルフコースの砂たまり 

ゴルフコース－golf course 

和製語。正しくはゴルフリンクス golf links 

2124. バンジージャンプ  bungee jumping（バンジー ジャンピング）の略。 

伸縮性のある綱を足首に結んで，高所から飛び降り

る競技 

2125. バンダナ bandana 赤や青の地に，白の模様を染め抜いたスカーフやハ

ンカチ 

スカーフ－scarf 襟巻き 

ハンカチ－handkerchief ハンカチーフ 

2126. バント bunt （米）野球でのボールの一突き 

bunt－突く，押す 

2127. バンド band 1.楽団 2.帯 3.波長 

2128. バンドエイド Band Aid 元，商標名（絆創膏 バンソウコウ） 

＝bandage バンデイッジ 包帯（ホウタイ） 

2129. バンパイア vampire 1.吸血鬼 2.毒婦 

2130. バンパー bumper 車などの緩衝器（カンショウキ） 

←bump バンプ 打撃 

2131. バンブー bamboo 竹 

 バンブーシュート bamboo shoot 筍（タケノコ） 

2132. バーガー burger ＝（米）ハンバーガー hamburger 

2133. バーゲン bargain 
バーギン 

1.掘り出し物，見切り品 2.バーゲンセールの略。

バーゲンセール－bargain sale バーギン セイル 

和製語。安売り，見切り販売 

2134. バーコード bar code bar－線，筋 

code－記号 

＝機械で読み取りできるように開発された POS 

system 

POS－p
．
oint o

．
f s
．
ale system ポイント オブ セイル

システム 販売の点数 

＝売り場の端末システム 
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2135. バーサス versus ＝VS，vs Ａ対Ｂの「対」 

2136. バーサタイル versatile 多種多様な 

 バーサテイリテイ versatility 多様性 

2137. バージョン version （品物等の）型，形式 

 バージョン アップ version up 既存の物の改定，改良 

2138. バージンロード virgin road 
バージン ロウド 

和製語。教会の結婚式で，花嫁の通る道 

2139. バースデイ birthday 誕生日 

 バースデイケーキ birthday cake 
バースデイ ケイク 

誕生日祝いのケーキ 

2140. バーター取引 barter trade 
バーター トレイド 

barter－物々交換する 

trade－商売，取引 

＝物々交換取引 

2141. バーチャル virtual 仮想上の 

 バーチャル ショッピング virtual shopping 仮想上の買い物 

 バーチャル リアリテイ virtual reality  仮想現実 

2142. バーチュオーソー virtuoso 
バーチュオウソウ 

巨匠（キョショウ），大家（タイカ） 

2143. バーティカル vertical 垂直の 

：ホリゾンタル horizontal 水平の 

←ホライズン horizon 

2144. バーテン  bartender（バーテンダー）の略。 

（米）酒場で，酒類の調合等をする人 

2145. バーディクト verdict 判定，判決 

2146. バーデイー birdie 「可愛い鳥」の事。 

転じて，ゴルフのパー（基準打数）よりも一つ少な

い打数 

2147. バードウオッチング bird watching 野鳥の観察 

2148. バーナー burner ガスやストーブの燃焼部 

←burn バーン 燃える 

ガス－gas 

ストーブ－stove ストウブ 

→ガスバーナー gas burner 

ガスの燃焼装置 

2149. バーナル vernal 春の 

 バーナル エクイノックス vernal equinox 春分 

equi 等しい ＋ nox＝night 夜 

2150. バーバー barber 床屋，理髪店 

←barb バーブ 髭（ヒゲ） 

2151. バーベキュー barbecue 肉などを直火（ジカビ）で焼きながら食べる料理 
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2152. バーベル barbell 鉄棒の両端に鉄球等を付けた物（ボデイビルやウエ

イトリフテイング）に使う 

ボデイビル－body building ボデイ ビルデイング 

バーベル等を使って筋肉を作る行為 

ウエイトリフテイング－weightlifting ウエイトリフ

テイング 

重量挙げ 

2153. バーミリオン vermillion 硫化水銀を主成分とする朱色の顔料及びその色 

＝朱色 

2154. ヒアシー heresy キリスト教に対する反論，異説 

2155. ヒアシンス hyacinth ユリ科の多年草ヒヤシンス 

2156. ヒアリング hearing 1.聞き取り 2.公聴会 

←hear 聞く 

 ヒアリング エイド hearing aid 補聴器 

aid－補助，助け 

2157. ヒエラルキー hierarchie ドイツ語。上下関係，階層関係 

2158. ヒエログリフ hieroglyph 古代エジプトの象形文字（ショウケイモジ） 

2159. ヒステリー hysterie ドイツ語。発作的（ホッサテキ）興奮状態 

→ヒステリック hysteric 興奮状態の 

2160. ヒストリー history 歴史 

→ヒストリック historic 歴史的な－－現代語 

→ヒストリカル historical 歴史的な－－古語 

2161. ヒスパニック Hispanic 米国で，スペイン語を日常語とするラテンアメリカ

系の住民の総称 

ラテンアメリカ－Latin-America 中南米諸国 

2162. ヒッチハイク hitchhike 通りすがりの車に便乗して目的地に行く行為 

2163. ヒットパレード hit parade 
ヒット パレイド 

視聴者の投票等で選んだヒット曲の番組 

2164. ヒップアップ hip-up 和製語。腰回りを引き締める行為 

2165. ヒトゲノム＝人ゲノム human genome 
ヒューマン ゲノウム 

人の遺伝子情報 

genome－人の染色体の中にある全遺伝子情報 

2166. ヒプノーシス hypnosis 
ヒプノウシス 

1.催眠術 2.催眠状態 

2167. ヒポクリシー hypocrisy 1.偽善 2.偽善的な行為 

2168. ヒュッテ hutte ドイツ語。1.山小屋 2.スキー小屋 

2169. ヒューマン エラー human error 和製語。人の過ち 

 ヒューマン エコロジー human ecology 和製語。人の生態学 

 ヒューマン リレーション human relation 
ヒューマン リレイション

HR 人間関係，対人関係 

 ヒューマニスト humanist 人道主義者 

 ヒューマニズム humanism 人道主義 

 ヒューマニテイ humanity 人間愛 
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2170. ヒューミド humid 湿った，湿気（シッケ）の多い 

→ヒューミデイテイ humidity 

湿度，湿気 

2171. ヒロイン heroine （小説や戯曲等の）女主人公 

：ヒーロー hero 

同上の 男の主人公 

2172. ヒロポン philopon （商標名）覚醒剤 

2173. ヒンジ hinge 蝶番（チョウツガイ） 

2174. ヒント hint 1.暗示，示唆（シサ） 2.補助的な情報 

2175. ヒンドランス hindrance 邪魔者，妨害 

2176. ヒーター heater 加熱機，暖房機 

←ヒート heat 

高温，暑さ 

2177. ヒート アイランド heat island 大都市や工業地帯等の高温地帯 

 ヒート ストローク heat stroke 
ヒート ストロウク 

日射病，熱射病 

stroke－発作（ホッサ），打撃 

 ヒート ライトニング heat lightning （米）稲妻 

lightning－稲妻（イナズマ），電光，稲光（イナビカ

リ） 

2178. ヒーリング healing 治療法 

←ヒール heal 

病気を治す 

2179. ヒール ／heal 

＼heel 

治療する 

踵（カカト） 

2180. ヒーロー hero 
ヒーロウ 

1.英雄 2.小説や戯曲等の主人公 

2181. ピア ／peer 

＼pier 

じっと見つめる 

桟橋（サンバシ），防波堤 

2182. ピアス pierce 1.突き刺す 2.穴を空ける 

＝pierced earrings（ピアースト イアリングズ）の略。

耳たぶに小さな穴を空けて着けるイヤリング 

2183. ピアノ piano 
ピアノウ 

イタリア語。pianoforte（ピアノウフォルテ）鍵盤楽

器から採った 

2184. ピエロ pierrot フランス語。道化役者（ドウケヤクシャ） 

2185. ピクニック picnic 遠足，野遊び 

2186. ピザ pizza 小麦粉の生地を延ばして，いろんな具を乗せて焼く

料理 

2187. ピジョン pigeon 鳩 

2188. ピストル pistol 軍用や護身用の小型の銃 

2189. ピックポケット pickpocket 
ピックポッキット 

掏摸（スリ） 

←pick 抜き取る 
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2190. ピッケル pickel ドイツ語。アイスピッケルの略 

アイスピッケル－ice pickel 

登山用の杖（ツエ） 

2191. ピタゴラス Pythagoras ギリシャの哲学者，兼宗教家及び数学者 

－－ピタゴラスの定理＝＝三平方の定理（幾何学の

定理の一つ） 

2192. ピッチ pitch 1.速度 2.能率 →急ピッチなど 

 ピッチャー pitcher 野球の投手 

→ピッチング pitching 投球 

2193. ピュア pure 純粋な 

→ピュアリテイ purity 純粋さ 

2194. ピューマ puma アメリカに棲む木登り上手の哺乳動物 

2195. ピラミッド pyramid エジプトのナイル川流域の金字塔 

エジプト－Egypt（イージプト） 

ナイル－Nile 

2196. ピル pill 1.丸薬（ガンヤク） 

2.（米）覚醒剤等の錠剤（ジョウザイ） 

2197. ピルグリム pilgrim 巡礼 

2198. ピーク peak 1.頂点 2. 盛期 

2199. ピーコック peacock 孔雀（クジャク） 

2200. ピース ／peace 

＼piece 

平和 

断片 

2201. ピーチ peach 桃 

2202. ピーナツ peanut 落花生 

←pea（エンドウ）＋nut（木の実） 

2203. ピーラー peeler 皮剥き器 

←ピール peel 

皮を剥く 

2204. ピンク pink 桃色 

2205. ピンセット pincette オランダ語。小さな物をつまむ金属製の金具（カナ

グ） 

2206. ピンチ pinch 1.危機 2.一つまみ 

 ピンチヒッター pinch hitter 1.代役 2.野球の代打 

2207. ピント pint オランダ語の brandpunt（ブランドプント）からの訛

り。 

＝レンズの焦点 

 ピントグラス  オランダ語の brandpunt glass の訛り。 

＝レンズの焦点のガラス 

2208. ピンポイント pinpoint 針のように小さな点 

2209. ピンポン ping pong 擬態語。卓球 

正しくは table tennis（テイブル テニス） 
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2210. ビアガーデン beer garden 合成語。ビールの庭園 

＝屋上に設けたビール等の飲み物の店 

2211. ビエンナーレ biennale イタリア語。二年に一度の美術展覧会 

cf トリエンナーレ triennale 

イタリア語。三年に一度の美術展覧会 

2212. ビオトープ biotope 野生の動植物が生態系を保って，生息する環境 

2213. ビギナー beginner 初心者 

←ビギン begin 始める 

2214. ビキニ（姿） bikini 胸と腰だけを覆う女性用の下着 

ビキニ－元，Bikini 中部太平洋の北西部の環礁（カ

ンショウ） 

2215. ビクテイム victim 犠牲 

2216. ビクトリー victory 勝利 

 ビクトリアス victorious 勝利に満ちた 

2217. ビザ visa 
ビーザ 

出入国用の査証 

2218. ビジター visitor 1.来客 2.観光客 

←visit ビジット 訪問する 

2219. ビジネス business 事務，仕事 

→ビジネスマン business man 

1.事務員 2.実業家 

 ビジネスガール business girl 和製語。女性事務員，BG 

正しくは office lady（オウフイス レイデイ） 

＝OL 

 ビジネスホテル business hotel 出張中のビジネスマン等を泊める低料金のホテル 

2220. ビジブル visible 目に見える 

：インビジブル invisible 

良く目に見えない 

2221. ビジュアル visual 視覚上の 

→ビジュアル フィールド visual field 

視界，視野 

2222. ビジョン vision 1.幻（マボロシ） 2.空想 

2223. ビスケット biscuit 
ビスキット 

小麦粉にバター等を塗って焼いた洋菓子 

2224. ビタミン Vitamin（ドイツ語）

vitamin（英語） 

生命維持に必要な化学物質 

2225. ビットマップ bit map bit－点，小部分 

map－地図，映像 

＝点の集まりで描いた文字や映像 
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2226. ビップ  VIP＝very important person 

   ベリ インポータント パースン 

very－非常に 

important－重要な 

person－人 

＝要人，有力者，名士 

2227. ビデオカセット video cassette ビデオを収めて，そのままデッキに収められる箱形

の容器 

ビデオ－video ビデイオウ 映像 

デッキ－deck＝tape deck テイプ デック 

＝テープデッキ 

 ビデオテープ video tape 
ビデイオウ テイプ 

信号を記録する磁気テープ 

2228. ビトー veto 
ビトウ 

拒否権 

2229. ビニール vinyl 
バイヌル 

（化学）ビニール樹脂 

 ビニールハウス vinyl house 和製語。作物栽培等に用いるプラステイックフイル

ムで覆った小屋 

プラステイックフイルム－plastic film 

2230. ビネガー vinegar 酢（ス） 

2231. ビノキュラー binocular 双眼鏡 

2232. ビハインド behind 「遅れた」「遅れて」の意味。球技等で得点の低い事

2233. ビハーフ behalf 1.味方 2.支持 

2234. ビバレッジ beverage 飲み物，ドリンク剤 

2235. ビフテキ  beefsteak（ビーフステイク）の略。厚めに切った牛

肉を焼いた料理 

←beef 牛肉 ＋ steak 焼き肉 

2236. ビブリオグラフィー bibliography 図書目録 

 ビブリオマニア bibliomania 
ビブリオメイニア 

図書収集癖，蔵書癖 

←biblio 本，図書 

 mania 熱狂，癖 

＝enthusiasm エンシュージアズム 

2237. ビュウテイ beauty 美，美人 

 ビュウティフル beautiful 奇麗な，美しい 

 ビュウテイサロン beauty salon 美容院 

2238. ビュッフェ buffet フランス語 

1.列車内の簡易食堂 2.パーテイーの立食形式 

2239. ビュウロー bureau 
ビュアロウ 

1.事務局 2.官公庁の部局 

 ビュウロクラシー bureaucracy 1.官僚制度 2.お役所主義 

 ビュウロクラット bureaucrat 官僚主義者 
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2240. ビューテイ beauty 美，美人 

→ビューテイフル beautiful 

美しい，奇麗な 

 ビューテイサロン beauty salon 美容院 

2241. ビューロー bureau 1.事務局 2.官公庁の部局 

 ビューロクラシー bureaucracy 1.官僚制度 2.お役所主義 

 ビューロクラット bureaucrat 官僚主義 

2242. ビラ villa 別荘，大邸宅 

2243. ビリオン billion 10 億。ミリオン（million）の千倍 

＝1,000,000×1,000＝10 億 

2244. ビリヤード billiard 
ビリアード 

玉突き 

2245. ビル bill 1.請求書 2.（米）紙幣 3.為替手形 

4.ビルデイング（building）の略 

2246. ビルトイン built-in 内蔵の，はめ込みの，組み込みの 

 ビルトイン スタビライザ

ー 

built-in stabilizer 組み込み型の，財政自動安定装置 

←stabilize スタビライズ 

安定させる 

2247. ビレッジ village 
ビリッジ 

村 

→villager ビリッジャー 

村人（ムラビト），村民 

2248. ビロウ billow 大浪（オオナミ），波浪 

2249. ビロード veludo（ポルトガル

語） 

velludo（スペイン語）

元，舶来のパイル（pile 柔らかな細い毛）の織物

2250. ビン bin 蓋付きの大きな箱，容器 

2251. ビンゴ bingo 数合わせによる賭博の一種 

＝bingo game ビンゴ ゲイム 

2252. ビンテージ vintage 高級ワイン（wine） 

2253. ビー bee 蜂（ハチ） 

2254. ビーカー beaker 化学実験用の円筒形のガラスの容器 

2255. ビーグル beagle 英国原産の犬，ビーグル犬 

2256. ビーチ beach 海岸，砂浜 

 ビーチパラソル beach parasol 和製語。海水浴場に立てる大型の日傘（ヒガサ） 

 ビーチバレー  beach volleyball（ビーチ バリボール）の略。 

砂浜で，二人一組で対戦するバレーボール 

2257. ビート beat 1.叩く 2.人を打ち負かす 

2258. ビートル beetle 甲虫（カブトムシ） 

2259. ビードロ vidro ポルトガル語。ガラスの異名 

室町末期，オランダ人が長崎で，その製法を伝えた
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2260. ビーフシチュー beef stew 牛肉を長時間，煮詰めた料理 

beef－牛肉 

stew－とろ火で煮込んだ料理 

2261. ビーナス Venus 1.美と愛の女神 2.金星 

2262. ビール beer 
ビア 

酒 

→ビアガーデン beer garden 

和製語。野外でビール等を飲む飲食会場 

→ビアホール beer hall 

＝（米）beer house ビア ハウス 

2263. ビーン bean 豆 

2264. ファイアー fire 火，火事 

 ファイアー イクステイン

ギッシャー 

fire extinguisher fire－火を 

extinguisher－消すもの 

＝消火器 

←extinguish イクステインギッシュ 

（火や光を）消す 

 ファイアーアラーム fire alarm alarm－警報，警報機 

＝火災報知器 

 ファイアー ウオール fire wall wall－壁 

＝防火壁（ボウカヘキ） 

 ファイアーエンジン fire engine 消防車 

 ファイアーマン fireman 消防士 

 ファイアーフライ firefly 蛍（ホタル） 

＝（米）lightning bug ライトニング バッグ 

光を放つ昆虫 

 ファイアーワーク fireworks 花火←通常，複数形 

2265. ファイト fight 1.戦う 2.闘争心 

→ファイター fighter 

1.戦士 2.プロボクサー 

2266. ファイル file 書類の綴じ込み 

→ファイリング filing 

2267. ファイナル final 1. 後の， 終的な 2. 終決勝戦 

2268. ファイナンス finance 金融 

→ファイナンシャル financial 

財政の，金融の 

2269. ファイバー fiber, fibre 繊維 

 ファイバースコープ fiberscope 
ファイバースコウプ 

グラスファイバーを使った光学装置。 

（医学）内視鏡等に利用する 

グラスファイバー－glass fiber 

ガラスの繊維 

2270. ファウルボール foul ball foul－悪い，規則違反の 

＝野球で，ライン外に出たボール 
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2271. ファウンテンペン fountain pen fountain－泉，噴水 

＝万年筆 

2272. ファウンデーション foundation 
ファウンデイション 

1.基礎 2.ファンデ 

→ファンデ 1.服装の形を整えるための女性用下着

類 2.化粧下のクリーム化粧品 

2273. ファクシミリ facsimile 1.美術品の複製 

2.複写式電送装置（ファックス） 

ファックス－（米）fax 

2274. ファクション faction 派閥 

→ファクシャス factious 

派閥心の強い 

2275. ファクター factor 要因，要素 

2276. ファクテイシャス factitious 1.人工的な 2.見せかけの 

2277. ファクテイブ factive 叙述的な 

←fact ファクト 

事実 

2278. ファクトリー factory 工場 

2279. ファシスト facist ファッショの党員 

ファッショ－Fascio イタリア語 

 ファシズム fascismo（イタリア）

fascism（英語） 

戦前，イタリアの極右政治体制 

 ファッショ Fascio イタリア語。ファシズム体勢及びその運動 

2280. ファシリテーター facilitator 
ファシリテイター 

司会者及びその進行係 

 ファシリテート facilitate 
ファシリテイト 

仕事を促進する，進める 

2281. ファジー fuzzy 曖昧な，ぼやけた 

→ファジネス fuzziness 

曖昧さ，ぼけ 

2282. ファストフード fast food fast－速い 

food－食事 

注文して，すぐに食べられる食事。及び，その持ち

帰り食品 

2283. ファスナー fastener 洋服等に付ける開閉式のジッパー 

ジッパー－zipper 

←fasten ファスン 

しっかり固定する 

2284. ファッション fashion 流行 

→ファッショナブル fashionable 

流行の 

 ファッション ショー fashion show 
ファッション ショウ 

新しい服装の発表会，展示会 

 ファッション モデル fashion model 
ファッション モウドル 

model－見本，手本 

新流行の衣服を着て人に見せる人。 
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2285. ファテイーグ fatigue 疲労 

2286. ファブリケーション fabrication 
ファブリケイション 

1.作り話 2.嘘（ウソ） 

 ファブリケート fabricate 
ファブリケイト 

1.捏造（ネツゾウ）する 

2.組み立てる 

2287. ファブリック fabric 1.布地（ヌノジ） 2.織物 

2288. ファミマ  family market（ファミリー マーキット）の略。 

家族連れで利用する商店街 

 ファミレス  family restaurant（ファミリー レストラン）の略。

家族連れで利用するレストラン 

2289. ファーメンテイション fermentation 発酵 

←ファーメント ferment 

発酵させる 

2290. フィアンセ fiance フランス語。婚約者，いいなづけ 

2291. フィギュア figure 1.数字 2.人の体形 3.フィギュアスケートの略 

フィギュアスケート－figure skating 

          フィギュア スケイテイング

2292. フィクサー fixer 陰の仲介等で報酬を得る黒幕 

←fix フィックス 

設定する 

2293. フィクション fiction 虚構，作り話 

：ノンフィクション nonfiction 

虚構を交えず事実を伝える作品 

2294. フィジカル physical 1.物理的な 2.肉体的な 

 フィジカル エクササイズ physical exercise physical－身体の 

exercise－運動，練習 

＝体操 

 フィジカル ワールド physical world 物質界 

2295. フィジシャン physician 内科医 

：サージョン surgeon 外科医 

 フィジオロジー physiology 生理学 

→フィジオロジスト 生理学者 

 フィジックス physics 物理学 

→フィジシスト physicist 物理学者 

2296. フィスト fist 拳骨（ゲンコツ），握りこぶし 

2297. フィッシング fishing 魚釣り 

←フィッシュ fish 魚 

 フィッシャー fisher 1.漁師 2.漁船 

2298. フィットネス fitness 1.健康で元気な事 2.健康増進のため，運動する事

 フィットネス クラブ fitness club 健康増進，体力作りのための設備を備えた会員制の

クラブ 
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2299. フィデリテイ fidelity 忠誠，忠実 

：インフェデリテイ infidelity 

不誠実，不真面目（フマジメ） 

2300. フィナーレ finale イタリア語。演劇等の大詰め，終幕 

2301. フィヨルド fjord ノルウェー語。入江（イリエ），港湾 

2302. フィランソロピー philanthropy 
フィランスロピー 

博愛，人類愛 

：ミスアンスロピー misanthropy ミサンスロピー

人間嫌い，人間不信 

2303. フィルター filter 濾過器 

2304. フィルハーモニー Philharmony ドイツ語。管弦楽団の名 

 フィルハーモニック オー

ケストラ 

philharmonic 

orchestra 

管弦楽団 

2305. フィルム film 1.薄皮 2.写真の感光用フイルム 

2306. フィードバック feedback 1.反応 2.行動修正，調節 

2307. フィーバー fever 1.熱 2.興奮状態 

2308. フィールドワーク field work field－屋外での 

work－仕事 

＝1.野外研究 2.実地調査 

2309. フインガープリント finger print finger－指の 

print－活字，印刷 

＝指紋 

2310. フューチャー future 未来，将来 

2311. フェア ／fair 

＼fare 

公正な，奇麗な 

運賃 

：アンフェア unfair 

1.非公正な 2.汚い 

 フェアプレイ fair play 
フエア プレイ 

fair－公正な 

play－振る舞い 

＝正々堂々と戦う事 

2312. フェアリー テール faire-tale faire－1.妖精の，架空の 

tale－話，物語 

＝おとぎ話 

2313. フェイク fake 1.偽物 2.詐欺師 

2314. フェイタル fatal 致命的な，運命的な 

←fate フエイト 運命 

→フェイタリスト fatalist 運命論者 

2315. フェイド アウト fade-out 映像や音が，次第に薄れる事 

 フェイド イン fade-in 映像や音が，次第にはっきりする事 

2316. フェイバリット favorite お気に入りの人や物 

←フェイバー favor 

1.好意 2.親切 

2317. フェイブル fable 1.作り話 2.寓話 3.伝説 4.神話 
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2318. フェイント faint かすかな，ぼんやりした 

2319. フェザー feather 羽（ハネ） 

2320. フェスタ festa イタリア語。1.祝典 2.華やかな催し 

 フェステイバル festival 1.祝祭日 2.催し 

 フェステイビリテイ festivity 祝いの喜び 

2321. フェテイシズム fetishism 1.物神崇拝 2.盲目的崇拝 

2322. フェニックス Phoenix エジプトの伝説的な霊鳥，不死鳥 

2323. フェミニン feminine 女性の，女性的な 

：マスキュリン masculine 

男性の，男性的な 

 フェミニスト feminist 男女同権論者 

 フェミニズム feminism 男女同権主義 

2324. フェリー ferry 渡し舟 

＝フェリーボート ferry boat フェリー ボウト 

 フェリーターミナル ferry terminal 和製語。フェリーの終着点 

2325. フェロモン pheromone 動物の体内から放出される物質の総称 

2326. フェロン felon 重罪犯人 

2327. フェンシング fencing 1.西洋の銃剣 2.垣根作り 

←fence フェンス 

垣根，塀 

2328. フェーン（現象） fohn ドイツ語。山から吹きおろす乾いた高温の風 

2329. フォーエバー forever 永久に，絶え間なく 

2330. フォークボール forkball 野球の投球方法の一つ 

←fork 1.熊手（クマデ） 2.分岐点 

2331. フォスター foster 
フォースター 

育成する，育て上げる 

2332. フォックス fox 狐（キツネ） 

2333. フォッサマグナ Fossa Magna 元，ラテン語の「大きな断層」の事。今は，中部地

方の本州を縦断する地帯の事 

2334. フォッシル fossil 化石 

 フォッシル オイル fossil oil 化石の油＝石油 

正しくは，fossil fuel フォッシル フューエル 

化石燃料（石油や石炭等） 

2335. フォトグラフ photograph 
フォウトグラフ 

写真 

 フォトグラファー photographer 
フォウトグラファー 

写真家 

2336. フォルム ／forme 

（フランス語） 

＼form 

（ドイツ語） 

＝英語の form フォーム 

形 
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2337. フォロワー follower ←follow フォロウ 

後追いかける 

1.追随する人 2.信奉者 

3.（スポーツやチームの）ファン 

スポーツ－sport 

チーム－team 

ファン－fan 

 フォロウ アップ follow-up 1.追跡 2.追跡調査 

2338. フォーカス focus 焦点 

2339. フォーク ／folk 

＼fork 

1.家族 2.（米）親類 

1.食事用のフォーク 2.熊手（クマデ） 

 フォークソング folk song 民謡 

 フォークダンス folk dance 民族舞踊 

 フォークロア folklore 1.民間伝承 2.民族学 

←lore 言い伝え，伝承 

 フォークリフト forklift 荷受け用の腕を，前の方に備えた荷役用の車 

2340. フォーサイト foresight 1.見通し 2.洞察力 

2341. フォース force 力 

→フォーシブル forcible 

強力な 

 フォースアウト forced out 野球の封殺（フウサツ） 

2342. フォーチュン fortune 1.運命 2.富，財産 

→フォーチュネート fortunate 

幸運な 

：ミスフォーチュン misfortune 

不幸，不運 

2343. フォーマット format 1.書籍，雑誌等の体裁（テイサイ） 

2.コンピューターの初期化 

2344. フォーマル formal 形式的な 

←フォーム form 

形，形式 

 フォーマリスト formalist 形式主義者 

 フォーマリズム formalism 形式主義 

2345. フォーミュラ formula 1.儀式等の決まり文句 2.数学の公式 

2346. フォーム form 形 

≠foam フォウム 泡（アワ） 

2347. フォーメーション formation 
フォーメイション 

1.構成 2.選手の布陣（フジン） 

2348. フォーラム forum 公開討論 

2349. フォレスト forest 森，森林 

→フォーレスター forester 

1.森林労働者 2.森林監督 
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2350. フォーンコール phone call 
フォウン コール 

電話の呼び出し 

 フォーンブース phone booth 
フォウン ブース 

booth－小さな仕切られた所 

＝公衆電話のボックス 

2351. フォント font 1.源泉，源（ミナモト） 

2.（米）同じ書体の活字の一揃い 

2352. フットサル futsal ５人制のサッカー（soccer） 

2353. フットノート footnote 
フットノウト 

脚注，補足事項 

 フットボール football 蹴球（シュウキュウ） 

＝（米）American football アメリカン フットボー

ル 

 フットライト footlight 脚光 

 フットワーク footwork （スポーツでの）脚さばき 

2354. フュウネラル funeral 葬式，告別式 

2355. フライイング flying 1.飛ぶように速い 2.飛ぶ事，飛行 

2356. フライス（盤） fraise フランス語の「刃物（ハモノ）」 

円筒形の刃物（フライス）を回転させて，物を切断

する機械 

2357. フライトレコーダー flight recorder flight－飛行 

recorder－記録計 

＝飛行データの自動記録装置 

2358. フライパン fry pan fry－揚げ物 

pan－平鍋（ヒラナベ） 

＝柄の付いた浅い鍋 

2359. フラグランス fragrance 1.芳香 2.香水 

 フラグラント fragrant 良い香りのする（形容詞） 

2360. フラジャイル fragile 割れ易い，脆い（モロイ） 

→フラジリテイ fragility 

脆さ，壊れやすさ 

2361. フラスコ frasco ポルトガル語。耐熱性のある首の長い実験装置 

2362. フラストレイション frustration 欲求不満 

←フラストレイト frustrate 

人を失望させる，挫折感を与える 

2363. フラタニテイ fraternity 兄弟愛，同胞愛 

←フラターナル fraternal 

兄弟のような，友愛の 

2364. フラダンス hula dance ハワイ（Hawaii）の民族舞踊 

2365. フラッグ flag 旗 

2366. フラッシュ flash 閃光（センコウ） 

 フラッシュバルブ flash bulb bulb－電球 

閃光電球 
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 フラッシュメモリー flash memory memory－記憶，記憶媒体 

半導体の記憶装置 

コンピューターのデータの書き込みが出来て，電源

を切っても内容は消去しない記憶装置 

 フラッシュライト flash light （米）懐中電灯 

2367. フラッド flood 洪水 

cf ノアの洪水 Noa's Flood 

2368. フラフープ Hula-hoop （商標名）腰を振り，輪が落ちぬようにする遊戯道

具 

2369. フラワー アレンジメント flower arrangement 
フラワー アレインジメン

ト 

洋風の生け花 

←arrange アレインジ 

配列する，きちんと並べる 

2370. フランチャイズ franchise 1.プロ野球のホームグラウンドの興行権 

2.親会社の独占的販売権 

ホームグラウンド－home ground 

（英）本拠地 （米）home field ホウム フィール

ド 

2371. フリクション friction 1.摩擦 2.いさかい 

2372. フリマ  free market（フリー マーキット）の略。 

自由市場 

2373. フリップチャート flip chart 講演や講義の時の図表や図解 

flip－（紙などを）めくる 

chart－図表，図 

2374. フリーエージェント free agent 
フリー エイジェント 

（プロスポーツ等の）自由契約 

agent－仲介者，代理人 

 フリーキャスター free caster どこにも属さないフリーのキャスター 

キャスター－ニュースキャスターの略。 

あるコーナーの主催者 

 フリージャーナリスト free journalist journalist－新聞記者，報道記者 

＝どこにも属さない新聞，雑誌等の記者 

 フリースクール free school 1.自由学校 2.学費無料の学校 

 フリーパス free pass 1.無料乗車券 2.無料入場券 

2375. フリーズドライ  freeze drying（フリーズ ドライイング）の略。 

食品や血液等を保存するため，凍結，乾燥さす事（凍

結乾燥） 

2376. フリーター  free albeiter（フリー アルバイター）の略。 

アルバイトで毎日を暮らす人 

albeiter－Albeit（アルバイト） 

ドイツ語。内職，バイト 

2377. フリーダム freedom 自由 

←フリー free 自由な 

 フリーランス freelance 1.自由契約の記者や作家 2.無専属の俳優や歌手 



162 

2378. フリマ  free market（フリー マーキット）の略。 

自由市場（イチバ） 

2379. フルカラー full color ほぼ全部の色 

 フルコース full course 1.西洋料理の正式の全コース 

2.ゴルフのアウト，イン 18 ホール 

 フルスイング full swing 和製語。野球やゴルフ等で，用具を十分に振り回す

行為 

 フルタイム full time 全時間勤務 

 フルムーン full moon 1.満月 2.長年連れ添った夫婦の旅行 

2380. フルーガル frugal 簡素な，つましい 

 フルーガル ライフ frugal life つましい生活，簡素な暮らし 

2381. フルー  influenza（インフルエンザ）の略。 

流行性感冒，流感 

2382. フルーイッド fluid 液体，液体の 

→fluidity フルーイデイテイ 流動体 

：solid ソリッド 固体の 

→solidarity 連帯，団結 

2383. フルーツ fruit 果物 

 フルーツ ポンチ fruit punch 小さく切った果物に，シロップ等を交ぜ，冷やした

飲み物 

シロップ－siroop オランダ語。砂糖の溶液 

2384. フルート flute 西洋の横笛や縦笛（タテブエ）の総称 

2385. フレキシブル flexible 
フレクシブル 

柔軟な 

 フレキシビリテイ flexibility 柔軟性 

2386. フレクション flection 屈折，屈曲 

2387. フレックス タイム  flex time system（フレックス タイム システム）の

略。 

flex－flexible（フレクシブル） 柔軟な 

（米）自由勤務時間制度 

2388. フレッシュ ／flesh 

＼fresh 

肉 

新鮮な 

2389. フレーズ phrase 
フレイズ 

1.言葉 2.熟語，成句 

→キャッチフレーズ catch phrase キャッチ フレ

イズ 

人の注意を引く簡潔な表現 

2390. フレーム frame 
フレイム 

1.枠（ワク） 2.額縁（ガクブチ） 

 フレームワーク framework 
フレイムワーク 

1.枠組み 2.組織 

2391. フレンチホルン French horn 1.角笛 2.金管楽器 

French－フランスの 

horn－角笛（ツノブエ） 
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2392. フロア floor 1.床板 2.建物の各階 

2393. フロッグ frog 蛙（カエル） 

2394. フロンテイア frontier 1.国境 2. 前線 

2395. フロント front 1.前 2.（米）ホテルの玄関，受付 

 フロントガラス front glass 
フロントグラス 

和製語。車の正面のガラス 

 フロントライン front line 第一線， 前線 

 フロントランナー front runner 先頭走者 

2396. フロート float 1.浮く 2.浮袋（ウキブクロ），救命袋 

2397. フローラ ／flora 

＼Flora 

植物誌 

ローマ神話の「花の女神（メガミ）」 

 フローラル floral 花のような 

 フローリスト florist 1.花屋 2.草花栽培者 

＝flower shop フラワー ショップ 

2398. フローリング flooring 1.床板 2.床張り（ユカバリ） 

flooring－floor フロアー 

（屋内の）床 

2399. フーガ fuga イタリア語：「逃げる」の意味 

転じて，音楽の遁走曲（トンソウキョク） 

2400. フードバンク food bank （米）生活困窮者に食事を出す施設 

2401. プチ petit フラン語。「小さな，可愛いい」の意味 

2402. プライアー prior 優先的な 

－プライオリテイ priority 

1.優先権 2.優先事項 

－プライオリテイ シート priority seat 

高齢者や障害者等のための優先座席 

2403. プライウッド plywood 合板（ゴウバン），ベニア板 

ベニヤ－veneer ベニアー 

薄板，化粧板 

2404. プライズ prize 1.褒美（ホウビ） 2.賞品，賞金 

2405. プライド pride 誇り 

→プラウド proud 誇りに満ちた 

2406. プライバシー privacy 1.秘密 2.私生活 

 プライベート private 1.秘密の 2.個人的な 

2407. プライマリー primary 1. 初の 2.本来の 3.主要な 

 プライマリーケア primary care 1.初期の手当 2.一時的診療 

 プライマリーバランス primary balance primary－主要な 

balance－収支，貸借 

＝基礎的財政収支 

2408. プライム prime 1.主要な 2. 高位の 
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 プライム ミニスター prime minister prime－ 高位の 

minister－大臣 

＝首相，総理大臣 

2409. プラカード placard スローガンや学校名等を書いて持ち歩く看板 

スローガン－slogan 標語 

2410. （電源）プラグ plug 差し込み，コンセント 

コンセント－consent プラグを差し込む穴 

2411. プラグマテイスト pragmatist 実用主義者 

 プラグマテイズム pragmatism 実用主義 

2412. プラザ合意 Plaza Accord 
プラザ アコード 

先進国首脳会議による合意 

Accord－合意，一致 

2413. プラス plus 足す，加える 

：マイナス minus 差し引く 

 プラスアルファー plus alpha alpha－ギリシャ語の「ある未知数」 

和製語。ある状態に，更に何か加える事 

 プラマイゼロ  plus minus zero（プラス マイナス ジーロウ）の略。

「結局ゼロ」の俗語 

2414. プラステイック plastic ギリシャ語の plastikos（プラステイコス）（合成繊維）

から採った語 

2415. プラズマテレビ  plasma television（プラズマ テレビジョン）の略。

plasma－plasma display の略 

透明電極による表示方法 

テレビの受像機にプラズマデイスプレイを利用した

表示方法 

2416. プラチナ platina スペイン語。白金（ハッキン） 

2417. プラットホーム platform 
プラットフォーム 

駅など乗客の昇降場 

2418. プラトニックラブ Platonic love 肉体関係を伴わぬ純粋な愛 

←Platon ギリシャの哲学者 

2419. プラネット planet 惑星 

→プラネタリウム planetarium プラネテアリアム

星座投影機 

2420. プラモデル  plastic model（プラステイック モウドル）の略。 

元，商標名 

2421. プラン plan 計画 

→プランニング planning 計画立案 

2422. プランクトン plankton 水中を浮遊して暮らす生物（浮遊生物） 

2423. プランター planter 1.耕作者 2.（米）屋内用の栽培容器 

 プランテーション plantation 
プランテイション 

1.大農園 2.植林地 

 プラント plant 1.植物 2.設備 

2424. プラーク plaque 1.斑点（ハンテン） 2.歯垢（シコウ） 
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2425. プリズム prism 光の屈折，分散等をさせる三角柱（サンカクチュウ）

2426. プリズン prison 刑務所 

→プリズナー prisoner 前科者 

2427. プリフェクチャー prefecture 府や県 

2428. プリペイド カード prepaid card prepaid－前払いした，前納の 

＝料金前払いのカード 

2429. プリマドンナ prima donna イタリア語 

prima－主要な，第一の 

donna－貴婦人 

1.花形役者 2.主役の女性歌手 

2430. プリミテイブ primitive 1.原始的な 2.素朴な 

 プリミテイビズム primitivism （宗教や芸術上の）原始主義 

2431. プリン  pudding（プデイング）の訛り。 

小麦粉に牛乳や砂糖をまぶして焼いた菓子 

2432. プリンス prince 王子 

：プリンセス princess 王女 

2433. プリンター printer 1.印刷機 2.印刷業者 

2434. プルサーマル  plutonium（プルトニウム）と thermal（サームル）と

を合成した語 

plutonium－ウラン元素 

thermal－熱 

プルトニウムとウランとを混合して造った燃料を軽

水炉で使う事 

ウラン－uran＝uranium（ウラニューム） 

放射性金属元素 

2435. プルーフ proof 1.証拠 2.耐久性 

2436. プルーム plume 地下マントルの上下対流運動 

マントル－mantle 

地球と地殻との間の地層 

2437. プルーラル plural 1.複数 2.複数の 

：シンギュラー singular 

1.単数 2.単数の 

2438. プレイヤー ／player 

＼prayer 

運動家 

祈り 

 プレーオフ play-off 
プレイ オウフ 

引き分け，延長戦 

2439. プレイ ガイド play guide 和製語。演劇や音楽会等の，切符の前売りや案内を

する所 

 プレイ グラウンド play ground 1.遊び場，遊園地 2.保養地 

 プレイ バック playback 1.録音や録画の再生 2.再生装置 

 プレイ ボーイ play boy 
プレイ ボイ 

遊び人，道楽者（ドウラクモノ） 



166 

 プレイメイト play mate 子供の遊び友達 

mate－仲間，友達 

 プレイヤー player 
プレイアー 

1.選手 2.役者，俳優 3.自動演奏装置 

 プレイライト playwright 1.演劇家 2.脚本家 

wright－製作者，大工（ダイク） 

 プレイルーム play room 遊び部屋，遊戯室 

2440. プレイク plaque 1.表彰楯（ヒョウショウダテ） 2.記念の額 

2441. プレイグ plague 大規模の伝染病 

2442. プレグナンシー pregnancy 1.妊娠 2.意味深長 3.含蓄 

 プレグナント pregnant 1.妊娠中の 2.意味深長な 3.含蓄ある 

2443. プレシアス precious 貴重な 

 プレシアスネス preciousness 貴重さ 

2444. プレシピス precipice 断崖絶壁（ダンガイゼッペキ） 

2445. プレジデント president 1.大統領 2.（米）社長 

2446. プレジャーボート pleasure boat 
プレジャー ボウト 

pleasure－自由時間，余暇 

個人用のレジャーの船 

2447. プレス press 1.押す 2.新聞記者 3.報道機関 

2448. プレステイッジ prestige 1.威厳，威信 2.厳格 

2449. プレゼンス presence 1.存在 2.列席 

2450. プレゼンター presenter 学会等の司会者 又は発表者 

 プレゼンテイター presentator 提案者 

 プレゼンテイション presentation 提案，提示 

 プレゼント present 贈り物 

2451. プレッシャー pressure 圧力，圧迫 

←プレス press 押す 

2452. プレハブ  prefabrication（プレファブリケイション）の略。 

前以て，別の工場等で量産された物を，現場に持ち

込み組み立てる方法 

←prefabricate プレファブリケイト 

前以て製造する 

2453. プレビュー preview 1.映画の試写会 2.劇の試演 

2454. プレフィックス prefix （文法の）接頭辞 

：サフィックス suffix 

（文法の）接尾辞 

2455. プレミアム premium 1.割増金 2.（米）特別手数料 

2456. プレミアー premier 1.主要な 2.フランスやイタリアの首相 

2457. プレリュード prelude 1.前置き 2.前奏曲 
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2458. プレンテイ plenty 沢山，大量 

→プレンテイフル plentiful 

沢山の，大量の 

2459. プロ  professional（プロフェッショナル）の略。 

職業専門家 

：アマ amateur（アマチュア）の略。 

素人（シロウト） 

2460. プロアクテイブ proactive 先行的な，先を読んで行動するような 

←pro～ ～より前の，～より先の 

：リアクテイブ reactive 

受け身の，受動的な 

←re～ ～より後の，再び，繰り返して 

2461. プログラム program 1.予定 2.番組 

→プログラマー programmer 

1.コンピューターのプログラム作成者 

2.学習計画者 

 プログラミング programming 1.プログラム作成 

2.学習計画書作成 

2462. プログレス progress 進歩，発展 

 プログレッシブ progressive 進歩的な 

2463. プロゴルファー  professional golfer（プロフェッショナル ゴルファー）

の略 

2464. プロシーデイング proceeding 1.進行 2.訴訟手続き 

2465. プロジェクション projection 1.立案 2.映写 

 プロジェクター projector 1.映写機 2.投影機 

 プロジェクト project 1.計画 2.事業計画 

→プロジェクト テイーム project team 

事業計画の仲間 

→プロジェクト リーダー project leader 

事業計画の指導者 

2466. プロズ アンド コンズ pros and cons pros－賛成 

and－と 

cons－反対 

＝賛否両論 

2467. プロスティチュート prostitute 売春婦 

2468. プロセス process 過程，経過 

 プロセッシング processing 1.加工処理 2.コンピューターでの処理 

2469. プロダクション production 1.製造 2.映画やテレビ等での演出 

 プロダクト product 1.製品 2.成果 

2470. プロット plot 小説や劇などの構想 

2471. プロテクション protection 保護 

←プロテクト 保護する 
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2472. プロテスタント Protestant 教会を信じるキリスト教徒。新教徒 

2473. プロテスト protest 抗議する 

→protester プロテスター 

抗議者 

2474. プロデューサー producer 1.映画，演劇等の制作者 2.生産者 

←プロデュース produce 

1.制作する 2.生産する 

2475. プロトコル protocol 1.外交辞令 2.条約の原案 

3.コンピューターの送受信契約 

2476. プロトタイプ prototype 1.模範 2.原型 

2477. プロパガンダ propaganda 組織的宣伝活動 

2478. プロパティ property 1.所有物 2.財産 3.特性 

 プロパー proper 1.固有の 2.適当な，適切な 

2479. プロパンガス propane gas 炭化水素ガス 

propane－ドイツ語。 

＝英語の propane プロペイン 

2480. プロバイダー provider 1.供給業者 2.インターネット接続業者 

 プロバイド provide 1.供給する 2.提供する 3.規定する 

2481. プロバビリテイ probability 1.確率 2.見込み 

←プロバブル probable 

起こり得る，ありそうな 

2482. プロバーブ proverb 格言，諺（コトワザ） 

2483. プロヒビッション prohibition 禁止 

 プロヒビット prohibit 禁止する 

2484. プロビジョン provision 1.規定 2.対策 

←プロバイド provide 

1.規定する 2.用意する 

2485. プロファイル profile 横顔，プロフィール 

→プロファイリング profiling 

分析に基づいて，人物の像を作る事 

2486. プロファウンド profound 奥深い，深遠な 

→プロファンデテイ profundity 

奥深さ，深遠さ 

2487. プロフィッシエンシー proficiency 熟練 

→プロフィッシエント proficient 

熟練した 

2488. プロフィット profit 利益，儲け（モウケ） 

→プロフィタブル profitable 

利益の多い，儲けの多い 

2489. プロフィール profile 
プロファイル 

1.横顔 2.簡単な人物紹介 

2490. プロフェス profess 1.白状する，告白する 2.公言する 
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2491. プロフェッサー professor 教授 

 プロフェッション profession 1.専門職 2.告白 

 プロフェッショナル professional 1.専門の 2.職業選手 

2492. プロペラー propeller 航空機，船舶，水車等の動力 

←プロペル propell 

1.動かす 2.推進する 

2493. プロペンシティ propensity 1.生まれ付きの性癖 2.傾向 

2494. プロポーズ propose 
プロポウズ 

1.提案する 2.結婚申し込む 

→プロポーザル proposal プロポウザル 

1.申し込み 2.提案 

2495. プロポーネント proponent 
プロポウネント 

1.提案者 2.擁護者 

：オポーネント opponent オポウネント 

1.（試合や討論等の）相手 2.敵対者 

2496. プロボケーション provocation 
プロボケイション 

人を怒らせる事，挑発 

←プロボーク provoke プロボウク 

人を怒らせる，挑発する 

 プロボケーター provocateur 
プロボケイター 

挑発者 

2497. プロポジッション proposition 1.主張 2.提案 

←プロポーザル proposal プロポウザル 

1.申し込み 2.求婚 

←プロポーズ propose プロポウズ 

申し込む 

2498. プロポーション proportion 1.釣り合い 2.均衡 

2499. プロムナード promenade フランス語。1.散歩 2.散歩道 

2500. プロモーション promotion 
プロモウション 

1.促進 2.販売促進 

←promote プロモウト 

促進する，助長する 

2501. プロリフェレイシレョン proliferation 1.拡散 2.増殖 

←ピロリフェレイト proliferate 

1.拡散する 2.増殖する 

cf NPT Non Proliferate Treaty 

ノン プロリフェレイト トリーテイ 

核不拡散条約 

2502. プロレス  professional wrestling（プロフェッショナル レスリン

グ）の略 

wrestling－格闘技（カクトウギ） 

 プロレスラー  professional wrestler（プロフェッショナル レスラー）

の略 

2503. プロレタリア proletaria フランス語。無産階級者 

：ブルジョア bourgeois 

フランス語。資本主義社会の有産階級 
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2504. プロローグ prologue 
プロロウグ 

1.序文 2.劇の序幕 

：エピローグ epilogue エピロウグ 

1.結末 2.劇の収め口上（コウジョウ） 

2505. プール pool 1.水たまり 2.swimming pool（スイミング プール）

の略 

2506. ブイ buoy 
ブーイ 

1.浮き 2.水泳用救命袋 

2507. ブザー buzzer 1.警報 2.呼び出し鈴（リン） 

2508. ブックカバー book cover 本の表紙 

cover－覆い（オオイ） 

 ブックキーパー book keeper 帳簿係（チョウボガカリ） 

 ブックキーピング book keeping 簿記（ボキ） 

 ブックレット booklet 小冊子 

＝パンフレット pamphlet 

2509. ブッダ buddha 梵語。仏様（ホトケサマ） 

2510. ブテイック boutique フランス語。流行の婦人服を売る店 

2511. ビュッフェ buffet フランス語 

1.列車内の簡易食堂 2.パーテイーの立食形式 

2512. ブラ  brassiere（ブラジャー）の略。フランス語。女性用

下着 

2513. ブライダル bridal 花嫁の 

←ブライド bride 

花嫁 

：ブライドグルーム bridegroom 

花婿（ハナムコ） 

2514. ブライト ／blight 

＼bright 

害虫 

1.華やかな 2.利口な 

2515. ブライブ bribe 1.賄賂（ワイロ） 2.賄賂を使う 

2516. ブラインド blind 1.目の見えない 2.（米）窓の日よけ 

2517. ブラウス blouse 女性用及び子供用の薄手の上着（ウワギ） 

2518. ブラウン管 Brown's tube 
ブラウンズ チューブ 

1897 年，K. F. Brown が考案した陰極線管 

2519. ブラシ brush 
ブラッシュ 

刷毛（ハケ） 

 ブラッシング brushing 刷毛をかける事 

2520. ブラスバンド brass band brass－真鍮製の楽器 

band－楽団 

＝吹奏楽団 ←金管楽器＋打楽器 

2521. ブラックアウト blackout 1.意識不明 2.停電 

 ブラックスミス blacksmith 鍛冶屋（カジヤ） 

 ブラックジョーク black joke 
ブラック ジョウク 

悪質の冗談，駄洒落（ダジャレ） 
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 ブラックホール black hole 
ブラック ホウル 

天の 深部 

←hole 穴 

 ブラックボックス black box 1.暗箱 

2.飛行機の自動記録装置 

＝フライトレコーダー flight recorder 

 ブラックユーモア black humor 
ブラック ユーマー 

品の良くないユーモア 

 ブラックリスト black list 要注意人物や危険人物を搭載した表 

2522. ブラッシュアップ brush-up 1.（忘れかけている知識や技能の）復習 

2.身繕い（ミヅクロイ） 

2523. ブラッド バンク blood bank 血液銀行 

2524. ブラボー bravo イタリア語。称賛，歓喜のかけ声，「イイゾー」 

2525. ブランク blank 1.空白 2.一時的に，仕事から離れた状態 

2526. ブランケット blanket 毛布 

2527. ブランコ  詳細不明。英語では swing（スウイング） 

「前後に揺する物」を言う 

2528. ブランチ branch 1.枝 2.支部，支店 

 ブランチマネジャー branch manager 
ブランチ マニジャー 

支店長 

2529. ブランデー brandy 
ブランデイ 

ブドウ酒等の果実酒を蒸留した酒 

2530. ブランド brand 1.銘柄（メイガラ） 2.商標 

2531. ブリキ blik オランダ語。錫（スズ）をメッキした薄い鉄板，ブ

リッキ 

2532. ブリザード blizzard 極地特有の猛吹雪 

2533. ブリッジ bridge 橋 

2534. ブリーダー breeder 畜産家 

←ブリード breed 飼育する 

2535. ブリーフ brief 短い 

 ブリーフィング briefing 1.簡潔な指示 2.要旨の説明 

2536. ブルジョア bourgeois フランス語。有産階級 

2537. ブルゾン blouson フランス語 

見ごろが，ゆったりしていて丈の長いジャケット

（jacket ジャッキット） 

2538. ブルック brook 小川 

2539. ブルドッグ bulldog 英国特産の犬（顔は獰猛だが，性質は温順） 

2540. ブルドーザー bulldozer 
ブルドウザー 

土砂運搬や地ならしに使う土木機械 

2541. ブルペン bullpen 元，「犬の囲い」。転じて，今は「野球の投球練習場」

←bull 雄牛（オスウシ） 

 pen（家畜などを入れる小さな小屋） 
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2542. ブルース blues 19 世紀末に米国黒人の間に流行った大衆歌謡 

＝社交ダンス用の哀調を帯びた曲 

2543. ブルーベリー blueberry 北米原産のツツジ科の低木及びその実 

2544. ブルーム broom 箒（ホウキ） 

2545. ブレザー blazer 
ブレイザー 

気軽な背広型のジャケット（jacket ジャッキット

上着 ウワギ） 

2546. ブレスレット bracelet 
ブレイスレット 

1.腕輪（ウデワ） 2.腕飾り 

2547. ブレッド bread パン 

2548. ブレーカー breaker 
ブレイカー 

電気の回路遮断機 

←break ブレイク 破る 

2549. ブレーキ brake 
ブレイク 

1.車の制動機 2.進行を止める物 

2550. ブレークスルー breakthrough 
ブレイクスルー 

1.困難や障害の突破 

2.科学技術や産業等の飛躍的進歩 

2551. ブレーン brain 
ブレイン 

1.頭脳 2.知的指導者 

 ブレーンストーミング brain storming 
ブレイン ストーミング 

storming－激動，動揺 

←storm 嵐，暴風雨 

＝創造力を高めるための集団的な思考方法の一つ 

2552. ブログ  web-log（ウエブログ）の略。インターネット上で，

日記式に意見を述べる方式 

←web 蜘蛛の巣 ＋ log メール等での交信記録

2553. ブロケード brocade 
ブロケイド 

絹又はその着物 

2554. ブロック block 木又は石の固まり 

＝歩道上の，視覚障害者用の突起物 

2555. ブロッコリー broccoli イタリア語。 

＝キャベツ（cabbage キャビッジ）の一品種 

2556. ブロマイド bromide 俳優や歌手等の肖像写真 

2557. ブローカー broker 
ブロウカー 

仲介業者，周旋業者 

2558. ブローチ ／broach 
 ブロウチ 

＼brooch 
 ブルーチ 

（英）穴や溝の仕上げに使う工作機械 

 

（米）洋服の胸等に着ける留め針用の装身具 

2559. ブロードバンド broadband 高速で大容量の送受信用の通信網 

2560. ブロンズ（像） bronze 青銅製の像 

2561. ブーイング booing 顧客や観衆の不平不満を表すどよめき 

boo－不平不満，非難の声 

2562. ブーケ bouquet フランス語。花束 
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2563. ブース booth 小さく仕切った小部屋 

cf テレフォンブース telephone booth 

公衆電話のボックス 

2564. ブースター booster 1.（米）熱心な応援者 2.電気の増幅器 

2565. ブーツ boots 長靴 

2566. ブーム boom 1.にわか景気 2.急成長 

2567. ブーメラン boomerang オーストラリア原住民の木製の狩猟用飛道具 

飛ばすと，回転しながら再び元の位置に戻ってくる

2568. ヘアカッター hair cutter 床屋，理髪店 

 ヘアカラー hair color 和製語。髪の色，髪の着色 

 ヘアサロン hair salon 美容院 

 ヘアスタイル hair style 髪型 

 ヘアトニック hair tonic 頭髪用着色剤 

tonic－養毛剤（ヨウモウザイ） 

 ヘアドライヤー hair dryer（drier） 頭髪乾燥機 

 ヘアドレッサー hair dresser 美容師，理容師 

 ヘアピン hair pin 髪のピン留め 

←pin 留め針 

→ヘアピンカーブ hairpin curve 

ヘアピンのように折れ曲がった自動車用道路のカー

ブ 

 ヘアメーク hair make 
ヘアメイク 

和製語。髪型を整える事 

 ヘアリキッド hair liquid 和製語。男性用の毛髪用液体 

←liquid 液体 

 ヘアローション hair lotion 
ヘア ロウション 

頭髪用化粧水 

2569. ヘイトスピーチ hate speech hate－嫌う，憎しむ 

speech－言葉，表現 

＝嫌悪（ケンオ）の言葉 

 ヘイトレッド hatred 憎しみ 

2570. ヘクトパスカル hectopascal 圧力の単位。記号 hpa 

←１ヘクトパスカル＝１ミリバール millibar（mb）

2571. ヘッジファンド hedge fund hedge－分散して損失を防ぐ 

fund－資金 

多少のリスクを伴いながらの収益向上を目的の大口

投資信託 

2572. ヘッドギア head gear 1.被り物 2.スポーツ用の帽子 

gear－道具，服装品 

＝ボクシングやアイスホッケー等で，頭部，顔面を

保護する防具 

 ヘッドコーチ head coach 
ヘッド コウチ 

選手の指導主任 
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 ヘッドスライデイング head sliding 和製語 

野球等で頭からの滑り込み 

←slide スライド 滑る 

 ヘッドハンター head hunter 人材引き抜きの仲介業者 

hunter－狩りをする人 

 ヘッドホーン head phone 
ヘッド フォウン 

小型のスピーカーを内蔵したオーデイオ 

オーデイオ－audio オーデイオウ 

音の録音，再生及び受信用の装置 

2573. ヘデイク headache 1.頭痛 2.悩みの種 

ache（エイク） 痛み 

2574. ヘビースモーカー heavy smoker 
ヘビー スモウカー 

たばこを沢山吸う人。喫煙家 

2575. ヘボン式ローマ字  Hepburn style（ヘップバーン スタイル）の字 

Hepburn－James Curties Hepburn（1815－1911） 

         ジェイムズ カーテイーズ ヘップバーン

米国の医師であり，且つ宣教師 

2576. ヘラクレス Herakles ギリシャ神話に登場する「 高の英雄」 

諸国を遍歴し，怪物や猛獣等を退治したが， 後は

妻の嫉妬で非業の死を遂げた 

2577. ヘラルド herald 1.前触れ 2.報道者 

2578. ヘリ  helicopter（ヘリコプター）の略。 

cf ドクターヘリ doctor helicopter の略 

和製語。医師を乗せて目的地に運ぶヘリ 

 ヘリポート heliport ヘリ専用の発着場 

←port 港 

2579. ヘリウム helium 元，ギリシャ語の「太陽」の事。無色無臭の液化物

2580. ヘリテージ heritage 
ヘリテイッジ 

1.相続財産 2.文化遺産 

2581. ヘルス health 健康 

←ヘルシー healthy 健康な 

 ヘルス インシュアランス health insurance insurance－保険 

＝健康保険 

 ヘルスフード health food 健康食品 

 ヘルスサービス health service service－官公庁業務 

＝公共医療業務 

2582. ヘルツ hertz ドイツ語。周波数や振動数の単位。記号 Hz 

2583. ヘルニア hernia ラテン語。 

臓器や組織の一部が，本来の場所からずれた状態 

2584. ヘルパー helper 1.助手，後援者 2.お手伝い 

←ヘルプ help 助ける 

2585. ヘルペス herpes ラテン語。皮膚に小さな水泡ができる症状 

2586. ヘルメット helmet 洋式のカブト（兜）型の帽子 
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2587. ペア ／pair 

＼pear 

1.一対（イッツイ） 2.男女二人一組み 

梨（ナシ） 

2588. ペイオフ pay-off 1.（給与やローン等の）支払いや前払い 

2.賄賂（ワイロ），利益供与 

2589. ペイシャンス patience 我慢，忍耐 

：インペイシャンス impatience 

忍耐心の無さ，せっかち 

 ペイシャント patient 我慢強い，忍耐心のある 

：インペイシャント inpatient 

忍耐心の無さ，せっかちの 

2590. ペイロール pay-roll 
ペイ ロウル 

1.給与支払い簿 2.従業員名簿 

2591. ペインター painter 1.油絵画家 2.塗装工，ペンキ屋 

 ペイント paint 1.ペンキ，塗料 2.絵の具 

2592. ペシミスト pessimist 悲観論者 

 ペシミズム pessimism 悲観論 

：オプテイミスト optimist 楽観論者 

：オプテイミズム optimism 楽観論 

2593. ペスト pest 1.有害小動物（ハエや蚊等の害虫） 

2.ペスト菌による急性の伝染病 

2594. ペダゴギー pedagogy 1.教育学 2.教授法 

2595. ペダル pedal 自転車，ピアノ，ミシン等の踏み板 

2596. ペット pet 1.愛玩動物 2.お気に入り 

 ペットショップ pet shop 和製語。愛玩動物を売る店 

 ペットボトル PET bottle 軽くて，割れにくい清涼飲料等の容器 

p
．
olye

．
thylene t

．
erephthalate の略。 

ポリエテイレン テレフタレイト 

2597. ペッパー pepper 胡椒（コショウ） 

2598. ペデイキュア pedicure 足の指や足の爪の手入れ 

：マニキュア manicure 

（米）手や手の爪の手入れ 

2599. ペデイグリー pedigree 1.家系 2.系図 

2600. ペナルテイ penalty 反則や違反に対する罰 

2601. ペナンス penance 懺悔（ザンゲ），罪滅ぼし 

2602. ペナント レース pennant race 
ペナント レイス 

pennant－（米）優勝旗 

race－競走，競技 

＝優勝旗争奪戦 

2603. ペニシリン penicilline 抗生物質の一つ 

2604. ペリフェラル peripheral 1.周辺の 2.皮相浅薄な 
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 ペリフェラル デバイス peripheral device peripheral－周辺の 

device－装置，道具 

＝コンピューターの周辺機器 

2605. ペルソナ persona ラテン語。人格 

＝（英語）パーソナリテイ personality パースナラ

テイ 

←personal パースナル 個人的な 

2606. ページェント pageant 
ペイジェント 

1.中世ヨーロッパの移動式舞台 

2.公共祝祭日の仮装行列 

2607. ペースダウン pace down 
ペイスダウン 

和製語。歩調や調子を下げる事 

 ペースメーカー pace maker 
ペイス メイカー 

1.脈拍調整機 

2.（米）先頭を走って，速度を調整するランナー 

2608. ペーソス pathos 
ペイソス 

（人生や文学上の）悲哀，哀歓，哀調 

2609. ペーパーカンパニー paper company 
ペイパー コンパニー 

和製語。 

事業所も従業員もいない，実体の無い会社（紙の会

社） 

 ペーパークラフト paper craft 
ペイパー クラフト 

紙が素材の工作物，紙工芸品 

←craft 仕事，技術，手工業（シュコウギョウ） 

 ペーパータオル paper towel 
ペイパー タウエル 

紙のタオル 

 ペーパードライバー paper driver 
ペイパー ドライバー 

免許証は持っているが，実際的には殆ど運転はしな

い人 

2610. ペンキ pek オランダ語。 

＝英語のペイント paint 

2611. ペンギン penguin 南半球の沿岸地帯に分布する鳥 

2612. ペンション pension 1.年金 2.ヨーロッパの安価で小さなホテル 

2613. ペンジュラム pendulum 時計の振り子 

2614. ペンタゴン Pentagon 米国国防省の総称 

←建物の形が，pentagon（正５角形）だから，この

名が付いた 

2615. ペンダント pendant 1.首飾り用の飾り 2.天井から吊るす照明器具 

2616. ペンチ  pinchers（ペンチャーズ）の訛り。針金の切断用工具

2617. ペンネーム pen name 
ペン ネイム 

（文筆家等の）本名以外の風雅な名前 

 ペンライト penlight （米）万年筆型の懐中電灯 

2618. ベア bear 熊 

 べア  base-up（ベイス アップ）の略。ベースアップ 

＝（米）pay raise ペイ レイズ 

2619. ベアリング bearing 軸受け 
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2620. ベイシック ／basic 

＼BASIC 

基礎的な 

B
．
eginner's A

．
ll-purpose S

．
ymbolic I

．
nstruction C

．
ode 

ビギナーズ オール パーポス シンボリック インス

トラクション コウド 

＝パソコンのプログラミング用語 

2621. ベイジュ色 beige color 
ベイジ カラー 

薄い鳶色（トビイロ） 

2622. ベイパー vapor 蒸気 

 ベイパライズ vaporise 蒸発する 

 バイパライゼイション vaporization 蒸発 

2623. ベクトル vector vektor ドイツ語。大きさと向きとを有する量（速度，

加速度等） 

2624. ベジタブル vegetable 野菜 

 ベジタリアン vegetarian 菜食主義者 

2625. ベスト ／best 

＼vest 

高， 良 

上着の下に着る男性用の胴着 

＝チョッキ－jack ジャックの訛り 

 ベストセラー best seller 一定期間中に 高の売上をした書籍 

 ベストテン best-ten ある部門内で上位 10 人以内の人や物事，十傑（ジッ

ケツ） 

2626. ベッドサイド bedside 1.寝台の側（ソバ） 2.病人の枕元 

 ベッドタウン bed town 和製語。夜，寝るだけの町，住宅街 

2627. ベテラン veteran その面での老練家，大家（タイカ） 

2628. ベニア（板） veneer 材木を板状にして，張り合わせた合板（ゴウバン）

2629. ベビーカー baby car 
ベイビー カー 

和製語。乳母車（ウバグルマ） 

 ベビーキャリアー baby carrier 
ベイビー キャリアー 

赤ん坊の背負っこ 

carrier－運ぶもの 

←carry キャリー 運ぶ 

 ベビーシッター baby sitter 
ベイビー シッター 

親の留守中に，赤ん坊の世話をする人 

 ベビーフード baby food 
ベイビー フード 

育児食（赤ちゃん向けの食事） 

 ベビーブーム baby boom boom－急上昇，急成長 

出生率が急激に上昇した時期（日本では，1947 年頃

から 49 年頃の間） 

 ベビーボトル baby bottle 
ベイビー ボットル 

bottle－瓶（ビン） 

（米）哺乳瓶 

2630. ベランダ veranda 建物一階の側面に張り出した屋根付きの縁側 

2631. ベリテイ verity 宗教や倫理上の心理 

例示：宗教的心理 religious verity リリジアス ベ

リテイ 
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2632. ベルコン  bolt conveyer（ベルト コンベアー）の略。 

帯状の運搬設備 

conveyer－convey 運ぶ，運搬する 

2633. ベルベット velvet ＝ビロード veludo（ポルトガル語） 

      velludo（スペイン語） 

2634. ベルボーイ bell boy 
ベル ボイ 

ホテルの手荷物運搬係 

←ベルを鳴らして呼ぶから，この名が付いた 

 ベルマーク bell mark 和製語 

1960 年創設の「教育設備助成票」の通称 

←ベルのマークがあるから 

ベル－鈴（スズ） 

マーク－記号，目印 

2635. ベレー（帽） beret フランス語。丸くて平たい縁なし帽子 

2636. ベーカリー bakery 
ベイカリー 

パン屋 

←bake ベイク パンを焼く 

2637. ベーコン bacon 
ベイコン 

豚のバラ肉（保存食品） 

2638. ベーシック basic 
ベイシック 

基礎的な 

←base ベイス 基礎 

 ベースキャンプ base camp 
ベイス キャンプ 

1.登山の基地 2.軍事基地 

 ベースライン base line 
ベイス ライン 

1.基準線 2.野球の塁と塁とを結ぶ線 

2639. ベール veil 
ベイル 

1.女性の顔を覆うネット（網） 2.覆って隠す物 

2640. ベンチ bench 横長の椅子（イス） 

2641. ベンチャー venture 冒険的な企業，投機的な企業 

2642. ベント vent 排気口 

→ベンチレーター ventilator 

換気装置，換気扇（カンキセン） 

→ベンチレーション ventilation 

排気，換気 

2643. ホイッスル whistle 1.汽笛 2.競技で審判が鳴らす笛 

2644. ホウムアドレス home address 自宅の住所 

 ホウムグラウンド home ground 1.地元 2.本拠地 

 ホウムシック homesick 離れた場所で，自分の家や故郷を恋しがる事 

→ホームシックネス homesickness 

郷愁（キョウシュウ） 

 ホウムステイ home stay （米）留学生の，一般家庭滞在 

 ホームセンター home center 日曜大工品や家庭用雑貨の大型店 

 ホウムドラマ home drama 和製語。家庭内の出来事等を題材にした劇 

 ホウムヘルパー home helper 元，家の手伝いをする人。転じて，老人や病人の世

話をする人 
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 ホウムペイジ homepage インターネットのウエブサイトの 初のページ 

インターネット－internet 

ウエブサイト－website（www） 

www－World Wide Web 

 ホウムラン home run 野球の本塁打 

 ホウムルーム home room （米）正規の授業の前に行われる簡単な授業 

 ホウムレス homeless 家の無い人，無宿人（ムシュクニン） 

 ホウムローン home loan loan－借金 

＝住宅ローン 

 ホウル イン ワン hole in one ゴルフの第一打で，ボールがホールに入る事。 

＝エース ace（エイス） 

 ホウルデイング holding 1.バレーボールで，ボールが体の一部分に止まる事

＝反則 

2.バスケットボールで，腕や手で相手のプレイを妨

げる行為 

 ホエイルウオッチング whale watching 鯨の観察 

watching－watch 見守る，観察する 

2645. ホステイリテイ hostility 反感，敵意 

hostility－ホスタイル hostile 

反感のある，敵意のある 

2646. ホステス hostess 
ホウステス 

1.女主人公 

2.ホテル，レストランの女性支配人や女性の接客係

2647. ホスト host 
ホウスト 

1.男性の接客係 2.（米）男性の支配人 

 ホストクラブ host club 
ホウスト クラブ 

和製語。男性のホストで，女性客をもてなす酒場（サ

カバ） 

2648. ホステイッジ hostage 人質 

2649. ホスピス hospice 元，宗教団体の宿泊所 

転じて，今は，癌（ガン）等の苦痛を和らげ，尊厳

死をもたらす施設 

2650. ホスピタリテイ hospitality 親切なもてなし，接待 

←ホスピタル hospital 

病院←元は，接待所，宿泊所 

2651. ホッチキス Hotchkiss 1.機関銃 2.紙綴じ器 

←米国の兵器製造者 Benjamin Hotchkiss（バンジャミ

ン ホッチキス）から採った名 

通常，紙綴じ器は stapler（ステイプラー）と言う 

2652. ホットカーペット hot carpet 和製語。 

暖房用として，電熱線を利用した絨毯（ジュウタン）

注：「熱い絨毯」ではないよ。（火傷するよ） 

 ホットケーキ hot cake 
ホット ケイク 

小麦粉，砂糖等をまぶして焼いた菓子 

 ホットスプリング hot spring 温泉←熱い湯の出る所 
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 ホットスポット hot spot hot－激しい，激烈な 

spot－場所，現場（ゲンバ） 

1.政治的に不安定な所 2.賑やかな所 

 ホットドッグ hot dog 「熱い犬」ではないよ！ 

（米）縦長のロールパンに，厚いソーセージを挟ん

だ食べ物 

ロールパン－roll pao（ロウル パン）ポルトガル語

ソーセージ－sausage（ソウシッジ） 

←ロールパン 和製語。パン生地を巻いて作った食

用の小型パン 

 ホットプレート hot plate 
ホット プレイト 

電熱で鉄板を加熱し，肉を焼く調理器具 

plate－金属の板 

 ホットマネー hot money 
ホット マニー 

国際金融市場の投機的資金 

 ホットライン hot line 1.二国間の政府首脳を結ぶ直通線 

2.緊急時の電話回線 

2653. ホップ ステップ ジャン

プ 

hop, step and jump 
ホップ ステップ アンド

ジャンプ 

hop－ピョンと飛ぶ 

step－歩く 

jump－跳躍する 

＝スポーツ競技の三段跳び 

2654. ホバークラフト hovercraft 水陸両用の乗り物←元は商標名 

2655. ホビー hobby 趣味，道楽 

2656. ホモ  homogeneous（ホモジーニアス）の略。同種，同類

←homo（ホモ） 同じ，同一の 

←gene（ジーン） 遺伝子 

：heterogeneous ヘテロジーニアス 

異種の，異類の 

←hetero 異なる，異種の 

2657. ホミサイド homicide （米）殺人行為 2.殺人捜査課 

2658. ホモサピエンス homo sapiens ラテン語 

知性人，英知人の意味。元，原生人類の学名，新人

 ホモセクシャル homosexual ←home 同じ 

同性愛，同性愛者（特に男性の方）。 

通称：gay ゲイ 

 ホモセクシャリテイ homosexuality 同性愛 

2659. ホラー映画 horror cinema 
ホラー シネマ 

horror－恐怖 

＝恐怖映画 

2660. ホライズン horizon 地平線，水平線 

2661. ホルモン hormon ドイツ語。内分泌腺から出てきて，体内を循環する

物質 

2662. ホルン horn 
ホーン 

1.角笛（ツノブエ） 2.金管楽器 
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2663. ホワイトカラー white color 事務労働者，事務員 

：ブルーカラー blue color 

肉体労働者 

 ホワイトボード white board 白板 

：ブラックボード black board 黒板 

2664. ホース ／horse 

＼hose 

馬 

オランダ語。液体や気体を送る管 

2665. ポイズン poison 毒 

 ポイズンガス poison gas 毒ガス 

2666. ポイントカード point card 和製語。点数の付くクレジットカード 

←クレジットカード credit card（クレデイット カ

ード） 

クレジット会社が発行する信用カード。 

サインだけで一定限度内の買い物が出来る 

2667. ポエット poet 詩人 

→ポエム poem 詩 

2668. ポケット pocket 
ポキット 

お金などを入れる懐（フトコロ） 

 ポケットマネー pocket money 
ポッキット マニー 

小遣い銭 

 ポケベル pocket bell 
ポッキット ベル 

和製語。ポッケに入れる無線機 

2669. ポシェット pochette フランス語。小さなポケットの意味 

＝肩からぶら下げる小物入れ（コモノイレ） 

2670. ポジ  positive（ポジテイブ）の略。積極的な 

2671. ポジッション position 1.位置，場所 2.勤め口 

2672. ポスター poster 広告，宣伝用の張り札 

2673. ポステイング システム posting system 
ポウステイング システム

入札制度 

posting－投函する，郵送する 

 ポストカード post card 
ポウスト カード 

葉書 

 ポスト オーフィス post office 
ポウスト オウフィス 

郵便局 

2674. ポスドク  postdoctoral fellow（ポウストドクトラル フェロウ）

の略。 

postdoctoral－博士号取得後の 

fellow－仲間，同僚 

＝博士課程終了後，引き続き研究を続ける人 

＝博士の研究者 

2675. ポセイドン Poseidon ギリシャ神話の「海の神様」 

＝戦車に乗って海を渡る 

2676. ポタージュ potage フランス語。フランス料理のスープ（soup） 

2677. ポッシビリテイ possibility 可能性 
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 ポッシブル possible あり得る，可能な 

2678. ポップ pop ＝popular（ポピュラー）の略。 

大衆的な 

 ポップ アート pop art 前衛美術の一側面。漫画や広告を，そのまま利用し

た美術 

 ポップカルチャー pop culture 大衆文化 

 ポップコーン popcorn 玉蜀黍（トウモロコシ）の実にバター等で味付けし

た菓子 

←corn 玉蜀黍 

2679. ポップス pops （米）ポピュラー音楽専門の管弦楽団 

2680. ポテト potato 
ポテイトウ 

ジャガ芋 

 ポテトチップス potato chips 
ポテイトウ チップス 

ジャガイモを油で揚げた菓子 

chips－chip 切れ端，かけら 

2681. ポテンシャリテイ potentiality 可能性 

←ポテンシャル potential 可能性のある 

2682. パバテイ poverty 貧困，貧乏 

←プア poor 貧乏な 

2683. ポピュリスト populist 民族中心主義者 

 ポピュリズム populism 民族中心主義 

2684. ポピュレーション population 
ポピュレイション 

人口 

2685. ポプラの木 poplar tree 
ポプリー トリー 

北欧原産の柳科の落葉高木 

2686. ポリエステル polyester 高分子化合物の総称 

 ポリエテイレン polyethylene 合成樹脂 

 ポリバケツ  polyethylene bucket（ポリエテイレン バッキット）

の略。 

合成樹脂製のバケツ（元，商標名だった） 

 ポリ袋（ブクロ）  polyethylene bag（ポリエチレン バッグ）の略。 

 ポリタンク polyethylene tank 
ポリエチレン タンク 

tank－容器，水槽 

＝ポリエチレンの容器 

2687. ポリオワクチン polio vaccine 小児麻痺のためのワクチン 

←ポリオ poliomyelitis（ポリオミエリテイス）の略。

（医学）小児麻痺 

←ワクチン vakzin ドイツ語。免疫元（メンエキ

ゲン）＝英語のバクシーン vaccine 

2688. ポリシー policy 政策 

→ポリテイカル political 政策的な 

 ポリシーメーカー policy maker 
ポリシー メイカー 

政策立案者 
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2689. ポリス police 
ポリース 

警察，警官（policeman ポリースマン） 

 

 ポリスステーション police station 
ポリース ステイション 

警察署 

 ポリスボックス police box 
ポリース ボックス 

交番，派出所 

2690. ポリッシャー polisher 艶出し器 

←ポリッシュ polish 磨く，艶を出す 

2691. ポリープ polyp 皮膚の表面から出てくる腫瘍（シュヨウ） 

＝腫れ物 

2692. ポルノ  pornographie（ポルノグラフィー）の略。 

フランス語。性的興奮をそそる描写 

2693. ポロシャツ polo shirt 
ポウロウ シャーツ 

頭から被って着る襟付きのシャツ 

2694. ポーカーフェース poker face 
ポウカー フェイス 

poker－火をかき出す棒 

face－顔 

＝無表情の顔 

2695. ポーズ pose 
ポウズ 

1.姿勢 2.気取った様子 

2696. ポールハンガー pole hanger 
ポウル ハンガー 

pole－棒，竿（サオ） 

hanger－吊るす物 

←hang（ハング） 吊るす 

＝和製語。棒状の洋服掛け 

2697. ポータブル portable 1.持ち運び出来る 2.携帯用機器 

2698. ポータル サイト portal site portal－門，入り口 

site－インターネットの Website（ウエブサイト） 

＝インターネットで， 初に出てくる場面 

2699. ポーチ porch 玄関 

2700. ポート port 港 

 ポート ターミナル port terminal 港の終着点 

terminal－（鉄道，バス，飛行機，船等の）終点，発

着場 

2701. ポートフォリオ portfolio 1.書類挟み（ショルイバサミ） 

2.折り鞄（オリカバン） 

2702. ポートレイト portrait 
ポートレイト 

肖像，肖像画 

2703. ポンプ pomp オランダ語。圧力で液体を送る装置，揚水機 

＝英語の pump（パンプ） 

2704. ボイコット boycott 1.組織的不買同盟 

2.ある目的で，共同で排斥する行為 

2705. ボイスレコーダー voice recorder 音声記録計 

voice－声 

recorder－record 記録する 
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2706. ボイラー boiler 1.蒸発釜（ジョウハツガマ） 

2.家庭用湯沸かし器 

boiler－boil 沸かす，茹でる（ユデル） 

2707. ボウリング bowling 室内競技の一種 

直径 22 センチのボールで，約 18 メートル先の標的

を倒す競技 

2708. ボキャブラリー vocabulary 1.語彙（ゴイ） 2.単語集 

2709. ボギー boggy ゴルフで，基準打数（パー）よりも一打多い打数 

2710. ボクシング boxing 拳闘（ケントウ） 

 ボクシング ジム boxing gym ボクシングの練習場 

gym－gymnasium（ジムナジウム）の略。 

屋内練習場，体育館 

2711. ボス boss 1.上司，親方 2.（米）首領，親分 

2712. ボストン バッグ Boston bag 旅行用の手提げ鞄（カバン） 

2713. ボタニカル ガーデン botanical garden 
ボタニカル ガードン 

植物園 

botanical－botany（ボタニー） 植物 

2714. ボタン botao ポルトガル語 

＝英語の button（バトン） 

1.衣服の留め金 2.機械の作業停止器具 

2715. 電話ボックス telephone box 
テレフォウン ボックス 

＝telephone booth（テレフォウン ブース） 

booth－小さく仕切られた部屋 

2716. ボデイ アンド ソウル body and soul 肉体と精神 

 ボデイー ガード body guard guard－守る，警護する 

＝要人の身辺警護 

 ボデイ チェック body check check－調べる，確かめる 

＝空港等での身体検査 

 ボデイビル  body building（ボデイ ビルデイング）の略。 

バーベル（barbell）等の器具を使って，強い体を造

る事 

 ボデイランギッジ body language body－体 

language－言葉，言語 

＝動作や表情等による意思表示 

2717. ボトムアップ bottom-up bottom－底，下を 

up－上げる 

＝下意上達（カイジョウタツ） 

 ボトムダウン bottom-down bottom－底，下に 

down－下げる 

＝上意下達（ジョウイカタツ） 

2718. ボトル bottle 瓶（ビン） 

 ボトルネック bottle-neck 瓶の首＝細い 

1.土木工事等による交通渋滞 

2.生産上の障害 
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2719. ボビン bobbin 糸巻き 

2720. ボマー bomber 爆撃機 

←bomb（ボム） 1.爆弾 2.爆撃する 

注： 後の b は発音しない事，注意 

2721. ボランタリー voluntary 自発的な 

 ボランテイーア volunteer 元，「義勇兵」のこと 

転じて，今は，自発的に社会事業等に参加する人達

の事 

2722. ボレー volley 一斉射撃 

→バレーボール volley ball（ボリー ボール） 

2723. ボリューム volume 1.容積 2.音量 

 ボリューム コントロール volume control 
ボリューム コントロウル

音量調節 

2724. ボルケーノ volcano 
ボルケイノウ 

1.火山 2.噴火口 

2725. ボルテージ voltage 
ボルテイッジ 

1.電圧 2.情熱 

2726. ボルト volt 
ボウルト 

1.閂（カンヌキ） 2.締め釘 3.稲妻（イナズマ）

2727. ボンジュール bonjour フランス語。挨拶の「おはよう，こんにちは」 

2728. ボンデイッジ bondage 1.束縛 2.契約 3.公社債 

2729. ボンネット bonnet 1.男性用のベレー帽 2.車の覆い 

ベレー－beret フランス語。縁なしの帽子 

2730. ボンバード bombard 爆撃する 

←ボム bomb 爆弾 

2731. ボンファイアー bonfire 1.祝賀や合図（アイズ）などでの，戸外での大篝火

（オウカガリビ） 

2.人の死や復活等を象徴するための焚き火（タキビ）

2732. ボンベ Bombe ドイツ語。圧縮された気体を入れる円筒形の容器 

2733. ボンボワイアージュ bon voyage フランス語の「サヨナラ」 

bon－英語の good（グッド） 

voyage－船の航海 voyage（ボイッジ） 

2734. ボンボン bonbon フランス語。砂糖菓子（サトウガシ） 

2735. ボーイフレンド boy friend 
ボイ フレンド 

男の恋人，彼氏（カレシ） 

：ガールフレンド girl friend 女性の恋人，彼女（カ

ノジョ） 

2736. ボーカル vocal 
ボウカル 

1.声の 2.声楽 

2737. ボーガン bow gun 銃のように引き金を引いて矢を放つ弓 

2738. ボーク balk 1.邪魔する 

2.野球で，投手が急に動作を止める反則 

2739. ボーダー border 境界 
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 ボーダーライン border line 境界線 

 ボーダーランド border land 国境地帯 

 ボーダーレス borderless 境界線無し，無国境 

2740. ボートピープル boat people 
ボウト ピープル 

難民。安全を求めて小船で亡命する人達 

2741. ボーナス bonus 
ボウナス 

特別手当，賞与金 

2742. （段）ボール  board（ボード）の訛り。 

包装用，運搬用の板紙（イタガミ） 

2743. ボールドタイヤ bald tyre bald－剥げた，擦り減った 

tyre－車輪の外囲に嵌める鉄製又はゴム製の輪 

＝擦り減ってしまった車のタイヤ 

2744. ボールペン  ball point pen（ボール ポイント ペン）の略。 

＝先端がボール状のペン 

2745. ボーリング boring 地質調査等で，地面に穴を空ける事 

←bore（ボア） 穴を空ける，掘る 

 ボーリングマシーン boring machine 円筒の内面を切削する（穴を空ける）工作機械，中

グリ機 

2746. ボーンヘッド bonehead 
ボウンヘッド 

愚か者，間抜け 

bone 骨（骨だけで中身のない人の譬え） 
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【マ行の部】 

2747. マイ カー my car 和製語。「自家用車」の意味だが，外国では通用しな

い 

→my own car（マイ オウン カー） 

my－私の own－所有の car－車 なら OK 

2748. マイク  microphone（マイクロフォウン）の略。音を大きく

する装置 

←micro 小さな  phone 音 

 マイクロウエーブ オーブ

ン 

microwave oven 
マイクロウエイブ アブン

電子レンジ 

microwave－極超短波の 

oven－天火（テンピ），カマド 

 マイクロスコープ microscope 
マイクロスコウプ 

顕微鏡 

←scope 見る機械 

 マイクロバス micro bus 小型のバス 

 マイクロフィルム microfilm マイクロ写真に使うフィルム 

撮影用，プリント用，複製用など，色々ある 

←マイクロ写真＝写真の複写方法の一種。 

文献等を５分の１から 40 分の１などに縮尺する 

 マイクロフォーン  前記「マイク」の項 参照 

2749. マイスター meister ドイツ語。巨匠（キョショウ），大家（タイカ） 

2750. マイナス minus 小さな，負の 

；プラス plus 大きな，正の 

2751. マイナー minor 小さな，劣った 

：メイジャー major 大きな，優れた 

 マイナーリーグ minor league league－スポーツの競技連盟 

＝大リーグよりも下位のリーグ 

2752. マイニュート minute 小さな，微小の 

 マイニュート ハンド minute hand 時計の長針，分針（フンシン） 

2753. マイノリテイ minority 1.少数派 2.未成年 

：マジョリテイ majority 1.多数派 2.成年 

2754. マイペース my pace 
マイ ペイス 

和製語。自分なりの速さで仕事する事 

pace－速度，歩調 

 マイホーム my home 
マイ ホウム 

和製語。自分の持ち家 

正しくは my own home（マイ オウン ホウム） 

my－我が own－所有の home－家 

＝自分の持ち家 

2755. マイルストーン milestone 
マイルストウン 

里程標（リテイヒョウ），一里塚 

転じて，1.人生や歴史上の画期的出来事 

2.議論，討論の重要段階 

2756. マインド mind 考え，心 
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 マインド コントロール mind control 
マインド コントロウル 

control－統制する，支配する 

＝和製語。暗示によって，他人に他の考えを起こさ

せる事 

 マインド リーダー mind leader 人の心を読む人，読心術師 

2757. マウスピース mouthpiece 1.管弦楽で，口に当てる物 

2.ボクシングで，口に含むゴム製の保護具 

2758. マウンテンバイク mountain bike mountain－野山，山地 

bike－自転車 

＝野山等を走らせる頑丈な自転車 

2759. マウンド mound 盛り土。野球のピッチャー用の盛り土（モリヅチ）

2760. マエストロ maestro イタリア語。 

音楽の巨匠（キョショウ），大家（タイカ） 

2761. マカロニー macaroni フランス語。代表的な乾燥パスタの一種 

パスタ－pasta イタリア料理の，小麦粉を水や卵で

練った食品 

2762. マガジン magazine 
マガジーン 

1.雑誌 2.定期刊行物 

2763. マキシマム maximum 
マクシマム 

最大，最高 

：ミニマム minimum 最小，最低 

2764. マクロ macro 大規模 

：ミクロ micro（マイクロ） 小規模 

2765. マグカップ mug cup 和製語。円筒形の大型コップ 

mug－陶器や金属製の取っ手の付いた，大型コップ

2766. マグナカルタ Magna Carta ラテン語。 

英国憲法の基礎となった文書。大憲章（ダイケンシ

ョウ） 

2767. マグニチュード magnitude 規模，大きさ 

2768. マグネシューム magnesium 金属元素の一種 

2769. マグネット magnet 磁石（ジシャク） 

2770. マグマ magma 火成岩となる地下の物質 

2771. マサカー massacre 大虐殺 

2772. マザコン  mother complex（マザー コンプレックス）の略。 

母親に対する微妙複雑な感情 

complex－1.複雑な 2.（心）固定観念 

2773. マシュルーム mushroom 茸（キノコ） 

2774. マシュマロ marshmallow 
マッシュマロウ 

砂糖，水あめ，香料等を混ぜ合わせた洋菓子 

2775. マシーン machine 機械 

 マシーンガン machine gun 機関銃 

 マシーナリー machinery 機械装置類 

2776. マジェステイ ／majesty 

＼Majesty 

威厳 

国王，陛下 
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2777. マジック magic 1.魔法 2.手品 

→マジシャン magician 1.魔法使い 2.手品師 

 マジックインク magic ink 元は，商標名だった。速乾性のインキ 

 マジックハンド magic hand 和製語。危険な作業を，人の手に代わって遠隔操作

する装置 

 マジックペン magic pen 和製語。魔法のように，すらすら書けるペン 

 マジックミラー magic mirror 和製語。中や外から透視できる鏡 

2778. マジョリテイ majority 多数派，過半数 

←メイジャー major 主要な，大手の 

：マイノリテイ minority 少数派 

←マイナー minor 少ない方の，過半数に達しない

2779. マスカラ mascara 睫（マツゲ）を濃く見せる化粧品 

2780. マスキュラー muscular 1.筋肉の 2.逞しい（タクマシイ） 

←マッスル muscle 筋肉 

 マスキュラリテイ muscularity 筋肉の逞しさ（タクマシサ） 

2781. マスク mask 1.仮面 2.埃（ホコリ）等を防ぐため鼻を覆う物 

3.野球等で顔面を覆う物 4.顔立ち，顔面 

2782. マスコット mascot 幸運を齎す物や人 

→マスキャラ（mascot character マスコット キャ

ラクター）の略。 

character－小説，映画，演劇や漫画等に出てくる登

場人物 

＝マスコットの漫画等をシンボルにした商品 

2783. マスコミ  mass communication（マス コミュニケイション）の

略。 

mass－大衆の 

communication－情報伝達 

＝新聞，雑誌等による大衆への情報伝達 

 マスメデイア mass media 
マス ミーデイア 

新聞，雑誌等の通信媒体 

media－ミーデイアム（medium）の複数形 

2784. マスタード mustard 芥子（カラシ），香辛料（コウシンリョウ） 

2785. マスターピース masterpiece 名作，傑作 

 マスタープラン master plan 1.基本計画 2.基本設計 

2786. マスト mast 帆柱（ホバシラ） 

2787. マゾ  masochism（マゾヒズム）の略。ドイツ語。 

相手から苦痛を受ける事で，却って快感を覚える異

常性欲 

 マゾヒスト masochist ドイツ語。嗜虐的（シギャクテキ）性欲のある人 

：サデイスト sadist 加虐趣味のある人 

 ザテイズム sadism 加虐趣味 

2788. マターナル maternal 母親らしい 
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 マターニテイ maternity 1.母らしさ 2.母性 

：パターナル paternal 

父親らしい 

：パターニテイ paternity 

1.父親らしさ 2.父性（フセイ） 

 マタハラ  maternity harassment（マターニテイ ハラスメント）

の略。 

harass（ハラス）－困らせる，悩ませる 

＝妊娠，出産中の女性に対する「嫌がらせ行為」 

2789. マダム madam（英語） 

madame（仏語） 

1.既婚女性に対する敬称 2.婦人 

3.バー等の女主人 

2790. マックス  maximum（マクシマム）の略。最大，最大級 

：ミニ minimum（ミニマム）の略。最小，最小級

2791. マッサージ massage 美容や治療目的で，皮膚や筋肉等を揉みほぐす行為

2792. マッスル muscle 筋肉 

2793. マッチ match 1.試合，競技 2.釣り合い 3.マッチ 

2794. マット mat 敷物 

→マットレス mattress 厚い敷物 

2795. マッハ mach ドイツ語。音速と同じ速さ（秒速 340 メートル） 

2796. マッピング mapping 地図作製 

←マップ map 地図 

2797. マテリアル material 
マテイリアル 

1.物質 2.物質的な 

2798. マドロス matroos オランダ語。船乗り，水夫，船員（センイン） 

2799. マドンナ madonna イタリア語。1.聖母マリアの像 2.憧れの女性 

2800. マナー manner 行儀作法 

2801. マニア mania 
メイニア 

1.熱狂，熱中 2.一事に熱中する人 

 マニアック maniac 
メイニアツク 

1.気遣い 2.熱狂家 

2802. マニキュア manicure 手の爪の手入れや化粧 

2803. マニフェスト manifest 物事を明らかにする 

→マニフェステイション manifestation 

1.明示 2.政治的な示威運動 

2804. マニピュレイト manipulate 操る，操作する 

→マニピュレイション manipulation 

1.上手な操作 2.市場操作 

2805. マニュアル manual 1.手引書 2.取り扱い説明書 

2806. マヌーバー maneuver 1.策略 2.作戦行動 

2807. マネキン（人形） mannequin 衣装を着せ陳列する等身大の人形 

2808. マネーゲーム money game 
マニー ゲイム 

和製語。高配当を狙って投機的に行う投資や資金運

用 
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 マネービル  money building（マニー ビルデイング）の略。 

和製語。利殖，財産造り 

building－築く事，増やす事 

 マネーロンダリング money laundering 
マニー ローンダーリング

←launder ローンダー 1.洗う 2.（不正の金や物

を隠して）合法的に見せかける 

＝不正に得た金を，預金口座を変えたり，外国の不

動産に変えたりして，合法的に見せかける行為（資

金洗浄行為） 

2809. マネージメント management 
マニッジメント 

1.運営 2.管理 

←manage マニッジ 

1.管理する 2.運営する 3.経営する 

 マネージャー manager 
マニジャー 

1.支配人 2.管理人 

2810. マフィア mafia イタリア語。元，シチリアで，法に従わぬ暴力的犯

罪集団組織。今は，米国の，イタリ系移民中心犯罪

集団 

←シチリア Sicilia 

イタリア半島南部の地中海最大の島（シシリー島）

2811. マフラー muffler 1.襟巻き 2.車の消音装置 

←マッフル muffle 

1.音を消す 2.包む 

2812. ママ mama, mamma 1.お母さん 2.バー等の女主人 

：パパ papa お父さん 

2813. ママル mammal 
マムル 

哺乳動物 

2814. マヨネーズ mayonnaise フランス語。卵黄等を油で揚げた料理 

2815. マラソン marathon 距離 42.195 キロの陸上走行競技 

2816. マラリア malaria 羽斑蚊（ハマダラカ）が媒介する感染症（黒水病）

2817. マリアージュ mariage フランス語。結婚 

＝英語の marriage マリッジ 

←marry（マリイ） 結婚する 

2818. マリナー mariner 船員，水夫 

←マリーン marine 海の 

2819. マリファナ marijuana スペイン語。大麻に含まれる幻覚物質 

2820. マリーナ marina ヨットやモーターボートの停泊基地 

ヨット－yacht 

モーターボート－motor boat モーター ボウト 

 マリーン marine 1.船の 2.停泊 3.（米）海兵隊 

2821. マルチ multi 多数の 

→マルテイプル multiple 多種多様な 

 マルチタレント multi talent 和製語。多方面に活躍する人 

talent－（生まれ付きの芸術的な）才能，適性 
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 マルチメデイア multimedia 
マルテイミーデイア 

各種情報伝達の手段 

←multi 多種多様な 

←media ミーデイア 

＝medium ミーデイアム 情報伝達手段の複数形 

 マルチリンガル multi lingual 多数の言語（を使いこなす事） 

2822. マンガン manganese 
マンガニース 

（米）金属元素 

2823. マングローブ mangrove 
マングロウブ 

熱帯の海辺や河口等にある森林地帯 

2824. マングース mongoose ジャコウ猫科の哺乳動物 

2825. マンション mansion 元，大豪邸。今，アパート 

アパート－apartment house（アパートメントハウス）

集合住宅 

2826. マンツウマン man-to-man １対１の関係 

2827. マント manteau フランス語。外套（ガイトウ） 

2828. マントル mantle 火の覆い 

 マントルピース mantelpiece 壁のある暖炉の上の飾り棚 

2829. マンドリン mandolin 背面が丸い卵型の胴に弦を張った弦楽器 

2830. マンネリ  mannerism（マンネリズム）の略。 

一定方式の連続で，独自性の無い状態 

2831. マンパワー manpower 1.人力 2.人的資源 

 マンホール manhole 
マンホウル 

下水等の点検，修理等ができる穴 

2832. マンモス mammoth 曾て，シベリヤ地方に棲んでいた巨象 

転じて「巨大」の意味 

→例えば「マンモス都市」等 

2833. マーカー marker 1.印をつける人 2.目印（メジルシ） 3.筆記具 

2834. マーガリン margarine 人造バター 

←butter バター 

2835. マーガレット marguerite 
マーガリート 

菊科の鑑賞用の多年草 

2836. マーキュリー ／Mercury 

 

＼mercury 

1.ギリシャ神話の「商売の神」 

2.彗星（スイセイ）＝ホウキボシ 

水銀 

2837. マークシート（方式） mark sheet 和製語。答えの部分を塗り潰して答えを書く方式－

OMR で解読する 

o
．
ptical m

．
ark r

．
eader オプテイカル マーク リーダー

（光学的記号解読器） 

2838. マーケット market 市場 

→スーパーマーケット supermarket 

セルフサービス方式の大規模店（通称：スーパ） 
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 マーケットリサーチ market research market－市場 

research－調査，情報収集 

＝市場調査 

2839. マージン margin 1.余白 2.余裕 3.利鞘（リザヤ） 

2840. マーチャント merchant 商人 

2841. マーチングバンド marching band marching－行進している 

band－軽音楽の楽団 

＝音楽隊 

2842. マート mart （米）市場，商店街 

2843. マーブル marble 大理石 

2844. マーマレード marmalade 
マーマレイド 

オレンジやレモン等の果物で作ったジャム 

オレンジ－orange 

レモン－lemon 

ジャム－jam 

2845. マーメイド mermaid 
マーメイド 

女性の人魚 

：マーマン merman 男性の人魚 

2846. ミイラ mirra ポルトガル語。人間や動物の死体を，長時間保存し

た物 

2847. ミキサー mixer 
ミクサー 

混ぜ併せる機械 

←mix ミックス 混ぜる 

1. セメントや砂利等を混ぜてコンクリート

（concrete）を造る機械 

2.果物や野菜等を混ぜて，ジュース（juice）を造る

電気器具 

2848. ミクロ micro 
マイクロ 

極小 

：マクロ macro（マクロウ） 極大 

2849. （追悼）ミサ missa ラテン語。教会の正餐式（セイサンシキ） 

2850. ミサイル missile ロケットの推進装置を備えた誘導弾 

ロケット－rocket（ロッキット） 

高速の推進装置を備えた飛行物体 

2851. ミシン  sewing machine（ソウイング マシーン）の略。 

裁縫の機械 

sewing－sew 縫い物をする 

2852. ミシュラン Michelin ヨーロッパのホテルやレストランの案内書 

→三つ星が最高の記し 

2853. ミス miss 失敗する事。過失 

 ミスコンダクト misconduct 1.非行 2.違法行為 

 ミスダイアル misdial 間違い電話 

←dial ダイアル 

 ミスチーフ mischief 悪戯（イタズラ） 

 ミステイク mistake 1.誤り 2.誤解 

 ミスデイード misdeed 1.悪事 2.犯罪行為 
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 ミスマッチ mismatch 1.食い違い 2.不適当な組み合わせ 

 ミスリード mislead 誤った方向に導く事 

2854. ミステリー mystery 謎（ナゾ） 

 ミステリアス mysterious 
ミステイアリアス 

謎めいた，不可解な 

2855. ミスト mist 霧（キリ），霞（カスミ），靄（モヤ） 

2856. ミセス Mrs. 既婚女性に対する敬称 

2857. ミッション mission 1.使命 2.使節団 3.布教，伝導 

 ミッショナリー missionary 1.伝導の 2.伝導師 

 ミッション スクール mission school キリスト教の団体が，布教目的で設けた学校 

2858. ミッドナイト midnight 真夜中 

2859. ミニカー mini car 1.小型自動車 2.小型の模型自動車 

 ミニスカート mini skirt 膝上までの短いスカート 

スカート－主に，婦人服で下半身を覆う筒状の衣服

 ミニバイク mini bike 小型の二輪車 

2860. ミニスター minister 大臣 

→プライム ミニスター prime minister 

prime－最高位の，主要な 

minister－大臣 

＝首相，総理大臣 

2861. ミニチュア  miniature（ミニアチュア）の略。 

1.小型の模型 2.縮図 

2862. ミニマム minimum 最小 

：マキシマム maximum（マクシマム） 最大 

2863. ミネラル  mineral water（ミネラル ウォーター）の略。 

カルシューム等の無機塩類を大量に含んだ天然水 

カルシューム－calcium 

アルカリ土類金属 元素記号 Ca 

2864. ミネルバ Minerva ローマ神話の「技術の女神」 

＝ミネルバの梟（フクロウ）が連れて来た「技術の

象徴」 

2865. ミュージアム museum 博物館，美術館 

2866. ミュージカル musical 音楽の 

←ミュージック music 音楽 

 ミュージカル インストル

ーメント 

musical instrument musical－音楽の 

instrument－器具 

＝楽器 

 ミュージシアン musician 
ミュージシャン 

音楽家 

2867. ミラクル miracle 奇跡 

→ミラキュラス miraculous 奇跡的な 
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2868. ミラー mirror 鏡 

→バックミラー back mirror 車の後方を見るため

の鏡 

 ミラーボール mirror ball デイスコ等で使われる回転式照明の球 

デイスコ－discotheque（デイスコテイーク）の略。

＝レコード等の音楽に併せて踊るテンポの速い踊り

を楽しむ店 

2869. ミラージュ mirage フランス語 

1.蜃気楼（シンキロウ） 2.幻想 

2870. ミリオンセラー million seller million－百万 

seller－売れる物，売る人 

＝百万部以上，売れたレコードや CD，本など，よ

く売れた物 

2871. ミリタリー military 軍の 

 ミリタリーポリース military police military－軍の 

police－警察 

＝（米）憲兵隊 

2872. ミリバール millibar 気圧の単位 

１ミリバール＝１ヘクトパスカル 

１気圧＝1013 ミリバール 

2873. ミルキーウエイ the Milky way 天ノ川，銀河 

＝Galaxy ギャラクシー 

2874. ミルク milk 牛乳 

 ミルクセーキ milk shake 
ミルク シエイク 

shake－掻き混ぜる，攪拌する 

牛乳に卵黄や砂糖を混ぜて攪拌（カクハン）した飲

み物 

2875. ミレニアム millennium 千年を１単位とした時代区分 

←mil＝1000  lenium 年 

2876. ミーチャー meteor 流星 

＝shooting star シューテイング スター 

shoot（シュート） 飛ばす，発射する 

＝falling star フォーリング スター 

fall（フォール） 落ちる 

2877. ミーテイング meeting 会合，集合 

←ミート meet 会う 

2878. ミーデイアム medium 1.媒介物 2.情報伝達手段（新聞，テレビ等） 

2879. ミーデイアン median 1.中央 2.（米）高速道路の中央分離帯 

2880. ミートボール meat ball ひき肉を丸めて，油で揚げた料理 

meat－牛肉 

ball－玉，球 

 ミートローフ meat loaf ひき肉や玉ねぎ等を混ぜ，オーブンで焼いた料理 

loaf－細長くした食品 
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2881. ミンストレル音楽 minstrel music 
ミンストレル ミュージッ

ク 

吟遊詩人の音楽 

minstrel－中世の吟遊詩人（ギンユウシジン） 

2882. ミンチ mince 
ミンス 

細かく刻んだ肉，ひき肉 

（英国）ミンチ肉 

（米国）mincemeat ミンスミート 

2883. ミント mint 薄荷（ハッカ） 

→ペパーミント peppermint 

薄荷入りの菓子（キャンデイ） 

2884. ムジーク muzhik ロシア語。ロシア帝政時代の農民 

2885. ムード mood 空気，気分 

 ムードミュージック mood music ドラマ等の効果音によるムード音楽 

2886. ムーンライト moonlight 月光 

2887. メイク make メーキャップ（make-up メイクアップ）の略。 

＝化粧の略語 

2888. メージャー major 
メイジャー 

1.主要な 2.（米）大学学部の専攻科目 

2889. メイズ maze 迷宮，迷路 

＝ラビリンス labyrinth 

2890. メイプル ツリー maple tree 1.楓（カエデ）の木 2.紅葉（モミジ）の木 

2891. メカ  mechanism（メカニズム）の略。 

1.仕組み 2.機械装置 

 メカニック mechanic 1.機械工 2.整備士 

2892. メガクライシス mega crisis mega－ギリシャ語。大型の 

crisis－危機，難局 

＝巨大災害 

2893. メジャー measure 1.測定する 2.測定器具 

2894. メソッド method 方法 

2895. メタファー metaphor 1.隠喩（インユ） 2.暗喩（アンユ） 

＝言いたい事を，それとなく間接的に言う事 

2896. メタフィジックス metaphysics 1.形而上学 2.抽象的論議 

←meta 超越した，高度の 

←physics 自然科学の学問 

2897. メタボ metabolic syndrome 
メタボリック シンドロウ

ム 

metabolic－新陳代謝，物質交代 

syndrome－（医学）症候群，病的現象 

＝新陳代謝症候群（内臓肥満に加えて高血圧等の症

状が重なった状態） 

←metabolism メタボリズム 新陳代謝，物質交代

2898. メタル metal 金属 

 メダル medal 勲章 

←メダリスト medalist 勲章受章者 
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2899. メタンガス metan gas ドイツ語。 

天然ガスや，沼の底から出てくる無色無臭の気体 

＝英語の methane gas（メセイン ガス） 

炭化水素ガス 

 メタンハイドレート methane hydrate 
メセイン ハイドレイト 

低温，高圧で精錬されたガスと水との化合物 

2900. メチルアルコール methyl alcohol ドイツ語 

最も簡単な構造のアルコール 

＝methanol メタノウル 

2901. メッカ Mecca 1.サウジアラビア北西部のイスラムの聖地 

サウジアラビア－Saudi Arabia 

イスラム－Islam 

2.転じて，ある分野の中心地や憧れの土地 

2902. メッシュ meche フランス語。髪の毛の一部を染める事 

2903. メッセ messe ドイツ語。見本市，特に国際工業見本市の事 

2904. メッセージ message 
メッシッジ 

1.伝言（デンゴン） 2.（米）大統領教書 

2905. メッセンジャー messenger 1.使者 2.伝言や贈り物を届ける人 

 メッセンジャーボーイ messenger boy 
メッセンジャー ボイ 

配達や使いの少年 

2906. メテオロロジー meteorology 
ミーテイオロロジー 

気象学 

 メテオロロジスト meteorologist 
ミーテイオロロジスト 

気象学者 

 メテオロロジカル オブザ

ーバトリー 

meteorological 

observatory 

meteorological－気象の 

observatory－観測所 

＝気象台 

2907. メデイア media 
ミーデイア 

媒体（複数形） 

：ミーデイアム medium（単数形） 

→マスメデイア mass media マス ミーデイア 

mass－多量，集団 媒体 

＝新聞，出版物，放送等の大衆媒体 

2908. メデイカル medical 1.医学の 2.医学生 3.内科の 

 メデイカル センター medical center （米）医療センター 

2909. メデイシン medicine 
メドスン 

1.医学 2.医療 

→メデイケーション medication メデイケイショ

ン 

薬剤，薬物 

2910. メデイテーション meditation 
メデイテイション 

瞑想，沈思黙考 

 メデイテート meditate 
メデイテイト 

瞑想する，深く考える 

2911. メデイーバル エイジ medieval age 中世時代 

medieval－（歴史）西ヨーロッパ帝国滅亡からルネ

サンス時代まで 
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2912. メトロ metro 1.パリの地下鉄 2.（米）主要都市の行政府 

 メトロポリス metropolis 1.国，州，地域の主要都市 2.文化や産業の中心地

2913. メトロノーム metronome ドイツ語。振り子によって楽曲（ガッキョク）の速

さを測る機械 

2914. メトロポリタン metropolitan 1.大都市の 2.都会人 

2915. メドレー medley 
メドリー 

二つ以上の曲を，区切りなしに演奏する事 

 メドレーリレー medley relay 
メドリー リレイ 

medley－接続した 

relay－中継 

＝競泳で，４種目の泳ぎを続けて行う競技 

2916. メニュー menu フランス語。 

1.西洋料理の献立表 

2.前以て予定された項目や内容の一覧表 

2917. メニュエット menuett ドイツ語。フランスが起源の舞曲 

2918. メモ  memorandum（メモランダム）の略。 

忘れぬように，簡単に書き留めた記録 

＝覚書（オボエガキ） 

2919. メモリアル memorial 人や歴史上の出来事を記念するもの 

 メモリアルパーク memorial park 共同墓地（故人を偲ばせる所） 

 メモリアルホール memorial hall 1.記念館 2.葬儀場 

hall－大広間，会館 

 メモリアル ミュージアム memorial museum 記念博物館 

2920. メモリー memory 1.思い出 2.記憶 

 メモリーカード memory card フラッシュメモリー内蔵のカード型の記憶装置 

フラッシュメモリー－flash memory 

コンピューターの電源を切っても書き込んだ内容

が，消去されない記憶装置 

2921. メモワール memoir フランス語。回想録，回顧録 

2922. メランコリー melancholy 1.憂鬱 2.内因性の鬱病（ウツビョウ） 

 メランコリア melancholia ギリシャ語。オランダ語。 

元，「黒い胆汁」の事。転じて，憂鬱，鬱病の事 

2923. メリット merit 長所 

：デメリット demerit 短所 

2924. メリヤス medias スペイン語。絹糸や毛糸で編んだ衣服類 

2925. メリーゴーラウンド merry-go-round 
メリー ゴウ ラウンド 

merry－陽気な 

go-round－回り物 

＝回転木馬 

2926. メルカトル図法 Mercator drawing 
メルカトル ドロウイング

地図投影法の一種で，円柱投影図法 

－－Mercator（1512－1594）オランダの円柱投影法

の創始者 

2927. メルクマール merkmal ドイツ語。指標，目印（メジルシ） 
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2928. メルテイングポット melting pot melt－メルト 固体等を熱で溶かす 

pot－壷（ツボ） 

＝坩堝（ルツボ） 

 メルトダウン melt down 溶解，融解する事 

2929. メルヘン Märchen ドイツ語。童話やおとぎ話の空想物語 

 メルヘンチック Märchen tic 和製語。童話やおとぎ話のような 

2930. メルマガ  mail magazine（メイル マガジーン）の略。 

電子メールで配信する雑誌 

2931. メロデイー melody 旋律，節回し 

→メロウデイアス melodious 旋律的な，美しい 

2932. メロドラマ melodrama 
メロドラーマ 

波乱に満ちた感傷的な恋愛劇 

2933. メロン melon アフリカ原産の瓜（ウリ） 

2934. メロウ テイスト mellow taste mellow－甘くて柔らかな 

taste－味，風味 

＝甘い味 

2935. メンタリズム mentalism （哲学）唯心論 

←メンタル mental 心の，精神の 

 メンタル エイジ mental age 精神年齢 

 メンタルブロック mental block mental－精神の 

block－障害 

＝1.記憶障害 2.理解力障害 

 メンタル ヘルス ケア mental health care mental－精神の 

health－健康の 

care－介護，注意 

＝和製語。個人の精神衛生上の介護 

2936. メンテ  maintenance（メインテナンス）の略。 

機械等の保守，管理 

←maintain メインテイン 維持する，保守する 

2937. メンデルの法則 Mendel's rule 
メンデルス ルール 

←Greg Johan Mendel グレッグ ヨハン メンデル 

オーストラリアのカソリック教会の司祭。兼，植物

学者。 

「遺伝の法則」の発見者 

2938. メンバー member （集団や組織等の）会員，一員 

 メンバーシップ membership 1.会員らしい事 2.会員たる事 

2939. メーキャップ make-up 
メイクアップ 

1.化粧 2.俳優の扮装 3.製品の仕上げ 

2940. メーター metre, meter 
ミーター 

計量器，特に，電気，ガス等の計量器 

 メーターボックス meter box 電気等の使用量の計量器を収める箱 

meter－メーターを容れる 

box－箱 
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2941. メール mail 
メイル 

（米）郵便物 

→電子メイル，E メイル 

E メイル－electronic mail イレクトロニック メイ

ル 

2942. メル友  mail friend（メイル フレンド）の略。 

メールの友達 

 メイル アドレス mail address 電子メール送受信用の宛て名 

2943. メルクマール merkmal ドイツ語。目印（メジルシ），指標 

2944. メルシー merci フランス語。ありがとう 

＝英語のサンキュー thank you 

2945. メルトダウン melt down 1.融解，熔解 2.電子炉の炉心熔融 

3.株価の急落 4.会社の崩壊 

2946. メロドラマ melodrama 波乱に富む感傷的な通俗の恋愛劇 

2947. モイスチャー moisture 水分，湿気（シッケ） 

moisture－モイスト moist 水分の多い，湿った 

2948. モウテイブ motive 1.動機 2.意欲 

→motivate モウテイベイト 動機になる 

 モウテイベイション motivation 1.動機 2.意欲 

2949. モガ modern girl モダン ガールの略。現代風の女性 

共に昭和初期の造語 

 モボ modern boy モダン ボーイの略。現代風の男性 

共に昭和初期の造語 

2950. モザイク mozaic 1.石やガラス，貝等を並べて図案化したもの 

2.写真や映像等の一部を覆い隠す事 

2951. モジュール module 1.規格化された建築材 

2.機械装置やシステムの構成部分 

 モジュールジャック module jack jack－電気の差し込み 

電話回線用の接続用コネクター（連結器） 

コネクター－connector 

2952. モスキート mosquito 
モスキートウ 

蚊（カ） 

2953. モスク mosque イスラム教の礼拝所（ライハイジョ） 

イスラム－Islam 元，神への感謝，帰依（キエ）の

意味。回教徒 

2954. モダン modern 
モドウン 

近代的な 

 モダンヒストリー modern history modern－近代の 

history－歴史 

＝近代史 

 モダニスト modernist 近代主義者 

 モダニズム modernism 近代主義 
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2955. モチーフ motif フランス語。 

1.映画や小説等の表現の中心になる主題 

2.壁紙の装飾模様 

2956. モットー motto 1.座右の銘 

2.（紋章等に記した）言葉，銘（メイ） 

2957. モップ mop 1.柄付きの雑巾（エツキノゾウキン） 

2.掃除する 

2958. モディフィケーション modification 
モディフイケイション 

部分的修正 

モデイファイ modify 部分的に修正する 

2959. モデル model 
モドウル 

1.ひな型 2.模型 3.小説や戯曲の対象 

 モデルガン model gun 
モドウル ガン 

玩具の銃 

 モデルケース model case 
モドウル ケイス 

見本となる事柄（コトガラ） 

 モデルチエンジ model change 
モドウル チエインジ 

和製語。商品のデザインや性能等を変える事 

 モデルハウス model house 
モドウル ハイス 

住宅展示場の模型の家 

2960. モトクロス motocross モーターバイクによるクロスカントリー競技 

モーターバイク－motorbike （米）小型のバイク 

クロスカントリー競技－cross-country race（クロス

カントリー レイス）の略 

1.野原や丘陵地帯，森林等を横断するコースでの競

技 

2.スキー（ski）の距離中心の競技 

2961. モニター monitor 1.コンピューターでのデイスプレー 

2.風紀委員 3.監視装置 

 モニタリング monitoring 監視 

 モニタリングポスト monitoring post 
モニタリング ポウスト 

監視用の場所 

2962. モニュメント monument 1.記念碑 2.不朽の名作 

2963. モノグラム monogram 頭文字を組み合わせて図案化したもの 

2964. モノクロ  monochrome（モノクロウム）の略。 

1.白か黒かの単色 2.白黒写真 

 モノクロフィルム monochrome film 
モノクロウム フィルム 

白黒写真。単色の映画 

 モノトーン monotone 
モノトウン 

1.単調なこと 2.一本調子の話し方 

→モノトナス monotonous 単調な 

 モノポリー monopoly 1.独占 2.独占企業 

 モノラル monaural 単一の録音，再生装置による音響方式 

：ステレオ stereo ステリオウ 

立体感を出す音響装置 
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 モノレール monorail 
モノレイル 

一本のレールで，走らせる鉄道 

（単軌鉄道）タンキテツドウ 

 モノローグ monologue 
モノロウグ 

1.自問自答 2.相手なしの台詞（セリフ） 

3.一人芝居（独演劇） 

2965. モバイル mobile 1.稼働性の 

2.軽量化し，無線装置で自由に稼働可能な機器 

 モバイルフォウン mobile phone 和製語。移動式電話，携帯電話 

 モバイルワーク mobile work 和製語。移動しながらの仕事，作業 

2966. モブ mob 1.群衆 2.暴徒 

2967. モラトリウム moratorium 
モウラトリウム 

支払いの一時的中止 

2968. モラル moral 道徳，品行 

≠モラール morale やる気，士気 

 モラルハザード moral hazard 倫理崩壊，倫理性の欠如 

 モラハラ  moral harassment（モラル ハラスメント）の略。 

道徳的嫌がらせ 

harassment－harass 人を困らす，嫌がらせる 

2969. モルタル mortal セメントや石灰砂を混ぜて，水で練った物 

→壁や天井等の仕上げに使う 

2970. モルヒネ morphine オランダ語。アヘン等に含まれる麻薬 

→モヒ中毒の因となる麻薬 

2971. モーグル mogul 
モウグル 

凹凸（オウトツ，デコボコ）の多い急斜面を滑降，

回転，ジャンプする競技 

2972. モーギッジ mortgagee 
モーギッジー 

1.抵当 2.抵当に入れる 

2973. モーター motor 原動機，発動機 

 モーターカー motor car 自動車 （米）電動車 

 モーターバイク motor bike （米）原動機付自転車，ゲンツキ 

 モータープール motor pool 1.（米）通勤時の輪番制の自家用車の運転（相乗り）

2.官公庁等の待機自動車やトラック等のたまり場 

 モーターボート motor boat 
モーター ボウト 

内燃機関が動力のボート 

2974. モータライゼイション motorization 自動車が広範に普及した現象 

←モータライズ motorize 車に動力を付ける 

2975. モータル mortal 人が死ぬべき運命の，死を免れぬ 

：イモータル immortal 不死不滅の，不朽の 

2976. モーダル modal 
モウヅル 

様式上の，形式上の 

 モーダルシフト modal shift 
モウヅル シフト 

modal－方式の，様式の 

shift－転換，変換 

＝輸送手段の転換 
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2977. モーテイベーション motivation 
モウテイベイション 

1.刺激 2.やる気 3.動機 

←モーテイベイト motivate モウテイベイト 

1.刺激する 2.動機となる 

2978. モーテル motel 
モウテル 

（米）motor（モウター）＋hotel（ホテル）の合成語

1.自動車での旅行者の宿泊所 

2.車ごと乗り入れできるラブホテル 

2979. モーニングコール morning call call－呼ぶ，電話する 

ホテル等で，朝の指定時間に客を起こす電話 

2980. モービリテイ mobility 
モウビリテイ 

（階級や職業等の）移動性，流動性 

←mobile（モウビール） 

1.移動可能な 2.流動性のある 

cf モバイル コンピューティング 

mobile computing 

携帯用の小型のコンピューターと通信回線とを利用

して外出先で情報処理や送受信を行う事 

2981. モーメンタ momenta 
モウメンタ 

弾み（ハズミ）の複数形 

 モーメンタム momentum 
モウメンタム 

弾み（ハズミ）の単数形 

2982. モーラル moral 道徳的な 

：イモーラル immoral 非道徳的な 

2983. モール mall （米）プロムナード式のショッピングセンター 

←promenade プロムナード 

フランス語。散歩道，遊歩道（ユウホドウ） 

←shopping center ショッピング センター 

沢山の店舗が集中した商店街 

2984. モーレス mores 1.社会の根本的な慣習 

2.道徳規範 

2985. モーレスト molest 
モウレスト 

女性や子供たちに対する乱暴やいじめ 

→モーレステーション molestation 

乱暴，いじめ 

2986. モンスーン monsoon （インドや南アジア地方の）季節風や大雨 

2987. モンスター monster 化け物，怪物 

 モンスターペアレント monster parent 和製語。怪物的な親たち 

2988. モンタージュ montage フランス語。写真の合成及びその作品 

2989. モンブラン Mont-Blanc フランス語。「白い山」 

→white mountain（ホワイト マウンテン）の意味 

アルプス（Alps）山脈中の最高峰 
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【ヤ行の部】 

2990. ヤッケ jacket ドイツ語 windjacke ウインドヤッケの略。耐風用

の上着 

2991. ヤーデイッジ yardage 1.長さのヤードの単位 2.駅の構内の使用権 

yard 1 ヤード＝0.914 メートル 

 ヤード yard 1.庭，構内 2.作業場 

2992. ユダヤ judea 
ジューデイア 

広義には Paｌestina 

パレスチナの全土 

狭義には Jerusalem 

エルサレムの地 

2993. ユナニマス unanimous 
ユーナニマス 

1.全部の 2.満場一致の 

 ユナニミティ unanimity 
ユーナニミティ 

1.全部一致 2.満場一致 

2994. ユニコーン unicorn 一角獣（イッカクジュウ） 

額の中央に，ねじれた角をもつ馬に似た想像上の動

物。純潔，清純の象徴 

2995. ユニットバス unit bath unit bath 

1単位の浴場,（米）浴室 

和製語。浴槽や洗面台等が一体になった所 

2996. ユニバーサル universal 
ユニバースル 

1.世界的な 2.普遍的な 

 ユニバーサルデザイン  universal  design 

世界的な 図案，意匠．設計 

年齢や障害等の有無に関係なく，誰にでも使える建

物や製品等の設計 

2997. ユニーク unique 独特の，特有の 

 ユニークネス uniqueness 独特，唯一無二（ユイイツムニ） 

2998. ユニフォーム uniform 制服 

2999. ユースホステル youth hostel youth    hosteｌ 

青年，若者 簡易宿泊所 

＝青少年向きの，安価で清潔な宿泊所 

3000. ユーターン U-turn 1.元に戻る事 2.U字形に進路を変える事 

＝特に，都会に出た人が，故郷に戻る事 

cf アイターン I-turn 都会の出身者が地方で就

職，その地に定住する事 

3001. ユーテイリティ utility 1.効用 2.(米）公共施設 

3002. ユートピア utopia 理想郷（リソウキョウ） 

3003. ユニオン union 
ユーニオン 

1.組合 2.連合 3.同盟 

3004. ユーフォニー euphony 協和音，いい音 

：カコフォニー cacophony 不協和音，いやな音
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3005. ユーモア humour 
ヒューマー 

上品なおしゃれ，諧謔（カイギャク） 

 ユーモラス humorous 
ヒューモラス 

滑稽な，ユーモアのある 

3006. ユーラシア Eurasia ヨーロッパと    アジアとの総称 

Europa（オランダ語）Asia 

エイジャ 

＝Europe ユーロップ（英語） 

 ユーロ Euro 1.ユーロ加盟国の14カ国 

2.欧州連合の統一通貨単位 

3007. ヨガスクール yoga school yoga  Hindu 

ヨウガ ヒンズー教の宗教哲学 

3008. ヨット yacht 遊航や競争に使う洋式の小帆船（ショウハンセン）

 ヨットハーバー yacht harbor ヨットを係留する港 

harbor 1.港 2.避難所 

3009. ヨーグルト yoghurt ドイツ語。牛乳等を乳酸発酵した食品 

 



 

206 

【ラ行の部】 

3010. ライアビリティ liability 負債，債務 

 ライアブル liable 法的に責任のある 

3011. ライスカレー rice curry 
ライスカリー 

又は curry and rice 

カリーアンドライス 

3012. ライセンス license 許可，認可及びその証明書 

3013. ライター ／lighter 

＼writer 

喫煙用の点火具 

1.作家，作曲家 2.執筆者 

3014. ライダー rider 自転車やオートバイの乗り手←ride 

ライド 乗る 

auto bicycle 

オート バイシクル 和製語。自動二輪車，

単車 

3015. ライディングスクール riding school riding－乗馬の 

school－学校 

＝乗馬学校 

3016. ライトアウト light-out 1.消灯 2.消灯時刻 

 ライトアップ light-up ライトアップ夜間,投光器等で明るく照らす事 

 ライト インダストリー light industry 軽工業 

 ライトハウス light house light－光の 

house－家 

＝灯台（トウダイ） 

 ライトバン light ban 和製語。軽貨物用自動車 

ban－（商品運搬用の）小型のトラック（truck 貨

物自動車) 

 ライトミュージック light music 軽音楽 

3017. ライバル rival 競争相手，好敵手（コウテキシュ） 

3018. ライフインシュアランス life insurance life－生命の 

insurance－保険 

＝生命保険 

←insure 保険を掛ける（米）保証する 

 ライフガード life guard Life－生命の 

guard－保護，守り 

＝（米）水泳場の監視員，救助役 

 ライフジャケット life jacket 
ライフ ジャキット 

救命胴着（キュウメイドウギ） 

 ライフスタイル life style 1.生活様式 2.生き方 

 ライフタイム life time 人の一生，寿命（ジュミョウ） 
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 ライフタイム エンプロイ

メント 

life employment life－一生の，生涯の 

employment－雇用 

＝終身雇用 

←employ 雇う，雇用する 

 ライフヒストリー life history life－一生の，生涯の 

history－歴史 

＝1.履歴，経歴 2.伝記（デンキ） 

 ライフライン lifeline (電気，ガス，水道等の）生命線 

 ライフワーク lifework 一生の仕事（一生かけて行う仕事や事業） 

3019. ライフル銃 rifle gun 
ライフル ガン 

命中率を高めるため.銃身の内側に螺旋状の溝を掘

った銃 

3020. ライブ live 1.生演奏 2.生放送 

 ライブ ハウス live house 和製語。ポップ音楽等を生で聞かせる店 

ポップ－pop＝popular(ポピュラー音楽）の略 

 ライブ レコード live record live－生演奏の 

record－記録，収録 

＝生演奏の収録 

3021. ライブラリー library 図書館，図書室 

3022. ライムライト limelight ←lime 石灰 light 灯火，光 

石灰の棒を，酸水素ガスの炭で熱した光，脚光。転

じて，評判，名声 

3023. ラインダンス line dance 和製語。多数の踊り手がー列になって踊るダンス 

 ラインアップ line-up 
ライナップ 

1.顔触れ 2.メーカーの全商品の品揃え 

3024. ラウト rout 1.総崩れ 2.暴動 3.暴徒 

3025. ラウンジ lounge 1.ホテル等の休憩室 2.空港の待ち合い室 

3026. ラウンド round 1.丸い輪 2.ボクシングやゴルフ等の一試合 

ボクシング－boxing 

ゴルフ－golf 

3027. ラウンドアップ round-up 1.（米）（ニュース等の）総括 

2.（犯人等の）一斉検挙 

 ラウンドアバウト round about 1.遠回りの，婉曲な 2.回転木馬 3.環状の交差路

（ロータリー) 

←rotary 

ロウタリー 交通量の多い交差点や駅前等に設け

た円形地帯 

3028. ラガー rugger ラグビー（rugby）の俗称 

 ラガーマン rugger man ラグビーをする人 

3029. ラグジュアリー luxury 
ラグジュリー 

1.豪華 2.費沢（ゼイタク） 

 ラグジュリアス luxurious 1.豪華な 2.賛沢な 

3030. ラグビー rugby 蹴球（シューキュー） 
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3031. ラケット racket 
ラッケット 

テニス，バドミントン，卓球等で，ボール等を打つ

道具 

テニス－tennis 

バドミントン－badminton 

cf 卓球一般的にping-pong（擬音語） 

        ピンポン 

正式には    table  tennis 

        テイブルテニス 

3032. ラジウム radium ラテン語。radius アルカリ（alkali）性の金属元素

3033. ラジカセ radio cassette tape 

recorder 
レイディオウ カセット テ

イプ レコーダー 

レイディオウカセットテイプレコーダーの略 

ラジオとカセットテープレコーダーとを一体にした

装置 

 ラジコン radio control 
レイディオウ コントロウ

ル 

レイディオウコントロウルの略。 

radio－無線，無線談話 

control－抑制．操縦 

＝無線操縦 

3034. ラジオゾンデ radiosonde ドイツ語。高層気象観測装霞の一つ 

←気球に着けて空を飛ばし，高空で気象状態を観測

して地上に送信する装置 

←ゾンデ sonde ドイツ語。大気上層の観測に用い

る装置の総称 

3035. ラスカル rascal 1.餓鬼（ガキ）2.悪戯っ子 3.やくざ 

3036. ラストシーン last scene 映画や演劇等の 後の場面 

 ラストスパート last spurt last－ 後の 

spurt－集中，急上昇 

＝競争でゴール直前の集中 

ゴール－goal ゴウル 目標 

3037. ラッキー lucky 幸運な：アンラッキー unlucky 不運な 

3038. ラック rack 棚（タナ） 

→マガジンラック magazine  rack 

        マカジーンラック 雑誌の棚 

3039. ラッシュ ／rash 

＼rush 

発疹（皮膚に現れる色や形の病的変化） 

突撃，突進 

 ラッシュアワー rush hour 通勤や通学で，交通が混雑する時間 

3040. ラダー ladder 
ラッダー 

梯子（ハシゴ） 

3041. ラッピング wrapping 包装材料←ラップ wrap 包む 

3042. ラップタイム lap time 競技の一周＝長距離競走で，一定区間毎に測る時間

3043. ラティス lattice 格子（コウシ） 

 ラティスワーク lattice work 格子作り 



 

209 

3044. ラティチュード latitude 緯度 

：ロンギチュード longitude 経度 

3045. ラテン Latin 
ラテイン 

1.ラテン 2.ラテン系の 

 ラテンアメリカ Latin America ラテン系（スペイン，ポルトガル，フランス系の）

     Spain   Portugal   France 

住民や文化の地域 

3046. ラテックス latex 1.生ゴムの原料 2.合成ゴムの原料 

3047. ラディカル radical 1.過激な 2.急進的な 

：コンサーバティブ conservative 保守的な 

3048. ラディッシュ radish 大根 

3049. ラバトリー lavatory 1.洗面所，手洗い 2.化粧室 

3050. ラバー rubber ゴム 

3051. ラビット rabbit 兎（ウサギ） 

3052. ラビリンス labyrinth  迷宮，迷路 

3053. ラフティング rafting 1.筏下り（イカダクダリ）←raft 

             ラフト 筏 

2.ゴムボートによる川下り 

gom boat 和製語 

3054. ラプソディ rhapsody 狂詩曲（民族的な器楽曲のー形式） 

3055. ラブゲーム love game 
ラブ ゲイム 

テニスで，片一方が無得点のゲーム 

 ラブコール love call love－愛の 

call－電話をかける 

＝1.恋人への電話 

 2.熱心な誘いかけ 

 ラブシーン love scene 映画や演劇などで，男女分の情愛を演じる場面 

 ラブホテル love hotel 和製語。洋風の連れ込み宿 

 ラブラブ love love 男女仲のとても良い事 

 ラブリー lovely 可愛らしい 

 ラブレター love letter 恋文（コイブミ） 

3056. ラベル label 
レイブル 

目印のための張り紙 

＝レッテル オランダ語のletter 

3057. ラベンダー lavender 地中海沿岸原産のシソ科の常緑多年草 

3058. ラボ laboratory ラボラトリーの略。実験室 

3059. ラボリアス laborious 1.面倒な，厄介な 2.骨の折れる 

←レイバー labor 1.面倒，厄介 2.労働 
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3060. ラマダン Ramadan アラビア語。イスラムの「断食月」 

イスラム暦の9月の，日の出から日の入りの間を断食

とする行事 

イスラム－Islam アラビア語。正しくは「イスラー

ム」 

3061. ラミネート laminate 
ラミネイト 

プラスティックを重ね合わせ合板にする事 

プラスティック－plastics＝ギリシャ語のplastikos 

プラスティコスに由来 

3062. ラムネ lemonade 
レモネイド 

レモネイドの訛り。清涼欽料 

3063. ララバイ lullaby 子守歌 

3064. ラリー（が続く） rally テニスや卓球等での連続した打ち合い 

3065. ラード lard 豚油から採った料理用の油 

3066. ランウェイ runway 1.飛行機の滑走路 2.(米）演芸場の花道 

3067. ランキング ranking 順位，等級←ランク rank 等級 

3068. ランギッシュ languish 元気や活力が無くなる 

3069. ランゲージ language 
ランギッジ 

1.言語 2.言葉 

3070. ランジェリー langerie フランス語。女性用の下着または部屋着 

3071. ランターン lantern 提灯（チョウチン） 

3072. ランダム random 無作為の，出鱈目（デタラメ）の 

 ランダムサンプリングメソ

ッド 

random sampling 

method 

無作為の 標本，見本 方法 

＝(統計）無作為任意抽出標本法 

3073. ランチ lunch 昼食 

 ランチタイム lunch time 昼食時間 

3074. ランチョンマット luncheon mat luncheon－昼食の 

mat－敷物，箆（ムシロ） 

＝昼食時の食器等を載せる敷物 

3075. ランデブー rendez-vous フランス語 

1.恋人同士の逢い引き 

2.宇宙船同士が，宇宙空間で接近する事 

3076. ランドセル ransel 
ランセル 

オランダ語の訛り 学童用の背負い鞄（カバン） 

3077. ランドマーク landmark 1.航海者や旅行者の目印にする所 2.土地の境界線

←land 土地 mark 目印（メジルシ） 

3078. ランドリー laundry 洗濯屋，クリーニング店 

→コインランドリーcoin laundry 

硬貨を入れて使用する，洗濯機や乾燥機を備えた店

3079. ランニング running 1.競争 2.経営 3.運転 

←run ラン 1.走る 2.動かす 3.経営する 
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 ランニングコスト running cost 運転する費用，経費＝運営維持費 

 ランニングシャツ running shirt 
ランニング シャート 

和製語。競争用の袖なしで，襟ぐりの深いシャツ 

 

3080. ランパート rampart 城塞（ジョウサイ)，砦（トリデ） 

3081. リアカー rear car rear－後ろの 

car－車 

＝和製語。自転車の後ろに付けて，物を運ぶ三輪車

3082. リアクション reaction 反動←リアクト react 反応する 

3083. リアス式海岸 rias coastline 
リア コウストライン 

元，スペイン西海岸の侵食された海岸線 

今は，北上高地（キタカミコウチ）の東海岸や 

志摩半島の潮岬（シオノミサキ）の海岸地帯 

3084. リアリスト realist 現実主義←リアル real 実際の，現実の 

 リアリズム realism 現実主義 

 リアリティ reality 現実，実際 

3085. リアーマメント rearmament 再軍備，再武装 

←リアーム rearm 再軍備する，再武装する 

3086. リウォード reward 報酬，謝礼 

＝アウォード award 賞金，賞品 

3087. リカー liquor 酒。アルコール等の原料 

アルコール－alcohol アルカホル 

3088. リカバリー recovery 1.回復 2.ゴルフのリカバリーショット 

リカバリーショット－recovery shot 前打の失敗を

取り戻すための一打 

3089. リクイッド liquid 液体の 

 リクイディティ liquidity 1.体 2.流動性 

 リクイデイション liquidation （会社の）破産，整理 

＝液体の状態になる 

3090. リクエスト request 要求，依頼 

←リクワイア require 要求する 

3091. リクライニングシート reclining seat 背もたれの角度を変えられる，乗り物の座席 

←recline リクライン 傾ける 

3092. リクリエーション recreation 
リクリエイション 

1.休養 2.娯楽 

←リクリエイト recreate 

1.気晴らしする 2.休養する 

3093. リクルート recruit 1.企業等の求人 2.学生の求職活動 

 リクルートスーツ recruit suit suit－上下揃いの衣服 

＝求職活動用の背広姿 

3094. リゲイン regain 取り戻す 

←re リ 再び gain ゲイン 取得する 
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3095. リコメンデーション recommendation 
リコメンデイション 

1.推薦 2.奨励 

←リコメンド recommend 

1.推薦する 2.奨励する 

3096. リコレクション recollection 1.思い出2.回想 

←リコレクト recollect 思い出す 

←re 再び collect 集める 

3097. リコール recall 1.呼び戻す 2.不良品や欠陥品等の無料回収修理 

3098. リサイクル recycle 資源節約のため，不用品等を再利用する事 

←re 再び cycle 循環する，回帰する 

3099. リサイタル recital 独演会，独唱会 

3100. リサーチ research 1.学術研究 2.調査 3.情報収集 

 リサーチャー researcher 1.調査員 2.研究者 

cf マーケットリサーチ market research 市場調査

3101. リザード lizard 蛾錫（トカゲ） 

3102. リザーブ reserve 予約する 

 リザーブド カー reserved car 予約車 

 リザーブド シート reserved seat 和製語。予約席 

 リザベーション reservation 
リザーベイション 

1.予約 2.保留 

3103. リザルト result 結果 

3104. リスク risk 危険 

→リスキー risky 危険な 

 リスク テイキング risk taking risk－危険を 

taking－手に取る 

＝危険覚悟 

 リスク マネージメント risk management 
リスク マニッジメント 

management－管理，処理 

＝危機管理 

3105. リスタート restart 再出発する 

←re 再び start 出発する 

3106. リスト ／list 

＼wrist 

表，一覧表 

手首 

 リスト プライス list price 表示した値段，価格＝表示価格 

 リストアップ list-up 和製語。表の多くの中から選ぶ事 

 リストウオッチ wrist watch 腕時計 

 リストカット wrist cutting 

syndrome 
リスト カッテイング シン

ドロウム 

syndrome－（医学）病的現象，症候群 

手首負傷症候群（刃物で自分の手首や腕を傷つける

病的現象） 

 リストバンド wrist band 1.入院患者の識別用腕輪 

2.運転時に，手首に嵌める布製の輪 
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3107. リストラ restructuring リストラクチュアリングの略。 

「再建」の意。転じて，事業の再建，再編成の意味

←re リ 再び 

 structure ストラクチャー 構造，機構 

3108. リッスン listen 聞く→リッスニング listening 聞く事 

 リスニング テスト listening test 聞き取りテスト 

cf ヒアリングテスト hearing test 聴力検査 

 リッスナー listener 1.聞き取る人 2.ラジオ番組等の聴取者 

3109. リスペクト respect 尊敬，敬意 

 リスペクトフル respectful 1.敬意に満ちた 2.礼儀正しい 

3110. リズム rhythm 1.局期的な動き 2.詩の韻律（インリツ） 

→リズミカル rhythmical 

1.調子の良い 2.律動的な 

3111. リセット reset 1.置き換え 2.コンピューターの再起動 

3.髪のセットし直し 

3112. リセッション recession 景気後退 

←リセス recess 1.休日，休止 2.(米）休憩時間

3113. リゾート resort 1.行楽地，休養所 2.頼る 

 リゾートホテル resort hotel 和製語。行楽地や保養地のホテル 

 リゾートスパ resort spa spa－spring 温泉 

＝行楽地の温泉や健康増進施設 

3114. リタイアー retire 1.退職する 2.引き下がる 3.選手の試合放棄 

 リタイアメント retirement 1.退職 2.隠居（インキョ） 

3115. リターデーション retardation 
リターデイション 

延滞，遅延 

 リタード retard 1.遅らせる 2.妨げる 

3116. リダンダンシー redundancy 冗長度（余計な部分の度合い） 

 リダンダント redundant 余計な，過剰の 

3117. リチウム電池 lithium battery 
リチウム バッテリー 

アルカリ金属元素の電池 

lithium－ギリシャ語で「石」の意味。アルカリ金属

元素の一種。元素記号 Li 

3118. リッチ rich 金持ちの 

→リッチネス richness 金持ち 

3119. リップ lip 唇（クチビル） 

 リップサービス lip service 口先だけのサービス＝お世辞 

 リップスティック lip stick 棒状の口紅（クチベニ） 

3120. リテイゲーション litigation 
リテイゲイション 

訴訟 

 ←リテイゲート litigate 
リテイゲイト 

訴訟を起こす 
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3121. リテラシー literacy 読み書き能力 

：イリテラシー illiteracy 読み書き能力の無い事

（無学） 

3122. リテラル literal 文字どおりの 

：フィギュラテイブ figurative 文字どおりでは無

い。＝比喩的な 

3123. リトグラフ lithograph フランス語。石版画（セキハンガ） 

3124. リトマス試験紙 litmus paper 
リトマス ペイパー 

litmus－（化学）リトマス苔（コケ）その他の地衣類

から採取される色素 

＝リトマスの水溶液で染めた紙（酸性かアルカリ性

かを判別する紙） 

アルカリ－alkali 塩基（酸性の反対） 

3125. リニア linear motor car リニアーモーターカーの略。 

リニアー－（電子）入力に比例した 

モーター－電動の 

カー－車 

＝線形誘導電動機による車 

3126. リニューアル renewal 1.更新 2.改造 

←re リ 再び new ニュー 新しい 

3127. リネン linen 綿製品，リンネル 

リンネル－liniere フランス語。薄地の織物 

cf linen room 病院等で，リネンを保管しておく 

部屋 リネンルーム 

3128. リノベーション renovation 改造 

リノベイション 

←リノベイト renovate 改造する 

3129. リハセン rehabilitation center リハビリテイションセンターの略 

リハビリテイション－rehabilitate リハビリテイト

1.機能回復訓練をする 2.社会復帰する 

＝社会復帰訓練所（機能回復，社会復帰，更生等の

訓練所） 

3130. リハーサル rehearsal 1.繰り返しの練習 2.下稽古（シタゲイコ） 

3131. リパブリック republic 共和国 

3132. リバイバル revival 1.更生 2.復活 

 リバイブ revive 1.生き返る 2.更生する 

3133. リバウンド rebound 1.跳ね返る 2.（経済の）立ち直り 

3134. リバランス rebalance 再度平衡（へイコウ）を保つ事 

←re 再び balance バランス 

3135. リバティ liberty 自由 

←リベラル liberal 自由な 

3136. リバブル シティ livable city livable－住みよい，住むに適した 

city－都市 

＝住み良い都市や町 

3137. リバース reverse 逆の，反対の 
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 リバース ターン reverse turn 車が逆方向に（後ろに）戻る事 

 リバーシブル reversible 1.逆戻りできる 2.（衣服が）裏返しで着れる 

3138. リピーター repeater l.事を繰り返す人 2.店等に常時出入りする人 

←リピート repeat 繰り返す 

3139. リビング living 1.生活 2.生活費 

 リビング ルーム living room 居間（イマ） 

3140. リファイン refine 1.純化する 2.精錬する 

 リファインメント refinement 1.純化 2.精錬 

→リファイナリ refinery 1.精錬所 2.精錬装置 

3141. リフォーム reform 1.改良する 2.建物の改袈，改築 

3.作り直し。特に，洋服の仕立て直し 

 リフォーメーション reformation 
リフォーメイション 

改善，改良 

3142. リフト lift 昇降機。＝エレベーター elevator エレベイター 

 リフトオフ lift-off 
リフトオウフ 

ミサイルやロケットの発射 

ミサイル－missile 

ロケット－rocket 

3143. リフレイン refrain 1.謹む（ツツシム） 2.型通りの決まり文句 

異なる二つの意味がある事に注意 

3144. リフレクション reflection 反射，反響 

←リフレクト reflect 反射する，反響する 

←リフレックス reflex 反射，反映 

cf リフレックスカメラ reflex camera 

通称：一眼レフ 

3145. リフレッシュ refresh 1.元気つける 2.爽やかになる 

 リフレッシュメント refreshment 1.元気回復 2.気分一新 

3146. リプレース replace 
リプレイス 

1.取り替える 2.元に戻す 

 リプレースメント replacement 
リプレイスメント 

1.取り替え 2.元に戻す事 

 

3147. リベート rebate 
リベイト 

1.代金の一部会謝礼として戻す行為 

2.賄賂（ワイロ） 

3148. リベラル liberal 1.寛大な 2.自由主義の 

→リベラリスト liberalist 自由主義者 

→リベラリズム liberalism 自由主義 

3149. リペンタンス repentance 後悔，悔い改め 

 リペンタント repentant 後悔している 

3150. リベロ libero イタリア語の「自由な」の意味 

1.サッカーで，普通はゴール（goal）ゴウル 

を守るが，自由に攻撃も出来る選手 

2.バレーボールで，守備が専門の選手 

（他の選手とは違った制服を着用） 
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3151. リベンジ revenge 1.報復する 2.スポーツでの雪辱戦 

＝アベンジ avenge 仕返しする，報復する 

3152. リボーク revoke 
リボウク 

（命令や許可を）無効にする 

3153. リボン ribbon 1.飾りにする帯状の狭い織物 2.印字用のテープ 

テープ－tape テイプ 

3154. リムジンバス limousine bus 空港の旅客機用のバス フランス語。 

1.空港等の送迎用バス 

2.運転席と座席との聞に，仕切りのある公式の豪華

な乗用車 

3155. リムーバル removal 取り外し可能な 

←リムーブremove 取り外す 

3156. リメーク remake 
リメイク 

作り直す 

←re 再び，も一度 make 作る 

3157. リメンバー remember 覚える，記憶する 

→リメンブラナス remembrance 1.記憶 2.思い

出 

3158. リモコン remote control 
リモウト コントロウル 

remote－遠い，離れた 

control－制御，統制 

＝遠隔操作 

3159. リモデル remodel 
リモウドル 

1.（家等を）建て替える 2.（洋服等を）仕立て直

す 

3160. リモース remorse 1.（罪悪等に対する）良心の呵責（カシャク） 

2.悔恨（カイコン） 後悔，残念の情 

3161. リュックサック rucksack ドイツ語 登山やハイキング用の背負い袋 

ハイキング－hiking 徒歩旅行←hike ハイク 徒

歩旅行する 

3162. リユース reuse 再利用する←re 再び use 使う 

3163. リューマチ rheumatism オランダ語。筋肉や関節の疾患 

3164. リラクセイション relaxation 休養，くつろぎ 

←リラックス relax くつろぐ，休養する 

3165. リラテイブ relative 1.間接的な 1.相対的な 

：アブソルート abso1ute 1.直接的な 2.絶対的な

 リラテイブズ relatives 親戚（シンセキ)，身内（ミウチ） 

3166. リリー lily 百合（ユリ）の花 

3167. リリーフ relief 1.安心 2.救済 3.交替 

 リリーフピッチャー relief pitcher relief－1.楽にする 2.交替する 

pitcher－投手 

＝救援投手 

3168. リレイション relation 関係 

 リレイションズ relations 親戚一同 
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3169. リレー relay race リレイレイスの略 

relay－交替する 

race－競争，競技 

＝一組で，数人の選手が，一定距離を順に引き継い

で走る競技又は競泳 

3170. リロケーション re1ocation 
リロケイション 

1.移転，移住 2.転勤 

←リロケイト relocate 1.移転する，移住する 

2.転勤する 

3171. リンギスト linguist 言語学者 

 リンギスティック linguistic 1.言語の 2.言語学の 

3172. （スケートの）リンク skating rink スケイティングリンクの略。スケート場 

ice skatingアイススケイティング 場 又は 

roller skatingロウラースケイティング 場 

3173. リンチ lynch 私的制裁 

←米国の判事 W.Lynch（1942～1820）の名に由来

する 

3174. リンパ線 lymph glande 
リンフ グランデ 

高等動物の組織の隙間を満たす液体 

lymph－リンパ液 

glande－gland（解剖学）液体 

3175. リーガル legal 合法的な：イリーガル illegal 非合法の 

3176. リーキッジ leakage 1.漏れ 2.秘密漏洩←leak リーク 漏れる 

3177. リーグ戦 league match 
リーグ マッチ 

league－競技連盟の 

match－試合 

＝総当たり戦 

3178. リージョン region 地域，地方 

3179. リース lease 賃貸借契約 

3180. リーズナブル reasonable 1.理に適った 2.手頃な 

→リーズナブルプライス reasonable price 手頃な

値段 

←リーズン reason 1.理由 2.道理 

3181. リーゼントスタイル regent sty1e 
リージェント スタイル 

曾て，一時的に流行した男性の髪形（カミガタ） 

－英国風の男性の髪形 

3182. リーダー ／leader 

＼reader 

指導者←lead リード 指導する 

読者←read リード 読む 

3183. リーフレット leaflet （広告の）チラシ 

←leaf リーフ 木の葉（コノハ） 

3184. リーベ liebe ドイツ語。恋人（コイビト)，愛人 

3185. リール reel 糸車（イトグルマ)，糸巻き 

3186. ルネサンス Renaissance フランス語。元，「再生」の意 

13世紀末，イタリアで興った文芸復興運動 
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3187. ルビを振る ruby 1.ルビ 送り仮名の活字（フリガナ)＝約5.5ポイント

の活字 

2.ルビー 紅玉（コウギョク）7月の誕生石。ミャン

マー等で産出する 

3188. ルポ reportage ルポルタージュの略 1.報道 2.現地報告 

 ルポライター reportage writer ルポルタージュライターの略。 

ルポの執筆者。仏語と英語との合成語 

3189. ルーキー rooky，rookie 新米（シンマイ）新人歌手 

3190. ルージュ rouge フランス語。口紅（クチベニ），ほほ紅 

3191. ルース loose 緩い，緩んだ 

3192. ルーズ lose 1.失う 2.負ける 

3193. ルーター router コンピューターのLAN（ラン） 

LAN＝l
･

ocal a
･

rea n
･

etwork 

コンピューターの文書，音声．画像等を送受信する

装置 

3194. ルーティーン routine 1.決まった順序 2.日課 

3195. ルート ／root 

＼route 

植物の根 

道筋（ミチスジ） 

3196. ルーナー lunar 月の：ソウラーsolar太陽の 

 ルーナーエクリップス lunar eclipse 月の覆い隠し＝月食 

：ソウラーエクリップス solar eclipse 

太陽の覆い隠し＝日食 

3197. ルーバー louver 日よけ，雨よけの鎧戸（ヨロイド） 

3198. ルーフ roof 屋根 

 ルーフガーデン roof garden （米）屋上レストラン restaurant 

3199. ループ loop 輪（ワ） 

→ループ線 急勾配の螺旋状型の鉄道線路 

3200. ルーペ lupe ドイツ語。拡大鏡，虫メガネ 

3201. ルーマー rumor うわさ，風評（フウヒョウ） 

3202. ルーラー ruler 1.支配者 2.定規（ジョウギ） 

3203. ルール rule 1.規則 2.習慣 

 ルールブック rulebook 規則書 

3204. ルーレット roulette フランス語。一種の賭博（トバク)，博打（バクチ）

円盤を回転させて，小さな玉を投げ入れ，止まった

所を当てる博打 

3205. ルンバ rumba スペイン語。 

1930年代，キューバで流行ったダンス音楽 

キューバ－Cuba カリブ海の西インド諸島 大の

島 

3206. レアアース rare earth （化学）酸化物の稀土類（キドルイ） 
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 レアメタル rare metal （化学）稀土類の金属 

3207. レイアウト layout 配置，配列 

 レイオフ layoff 
レイオウフ 

（企業の）一時帰休 一時的解雇 

3208. レース ／race 
レイス 

 

＼lace 
レイス 

1.民族 2.競争 

→レイシスト racist 人種差別主義者 

→レイシズム racism 人種差別主義，民族主義 

（靴等の）紐（ヒモ）→shoe lace シューレイス 靴

紐 

3209. レイディオアクチブ radioactive 
レイデイオウアクティブ 

放射性の 

 レイディオアクティビティ radioactivity 
レイデイオウアクティビテ

ィ 

放射能 

3210. レイプ rape 強姦（ゴウカン） 

3211. レインコート raincoat 
レインコウト 

雨合羽（アマガッパ） 

←rain 雨の coat 外套（ガイトウ），合羽（カッ

パ） 

カッパ－capa ポルトガル語 外套 

 レインボー rainbow 
レインボウ 

虹（ニジ）←rain 雨 bow 弓 

3212. レガシー legacy 遺産(遺言による相続財産） 

3213. レギュラー regular 規則的な，規則正しい 

：イレギュラー irregular 不規則な 

 レギュレーション regulation 
レギュレイション 

1.規則 2.規制 

←レギュレイト regulate 規制する 

3214. レクイエム requiem 鎮魂ミサ曲 

←ミサ missa ラテン語。正餐曲（セイサンキョク）

3215. レコグニッション recognition 1.認識 2.見覚え 

←レコグナイズ recognize 1.認識する 2.高く評

価する 

3216. レコーダー recorder 1.記録 2.録音 3.縦笛（タテブエ） 

 レコード record 1.記録する 2.(録音，録画用等の）レコード 

→レコーデイング recording 録音，録画 

3217. レシピ recipe 料理の材料や調理方法及び，その記録 

3218. レシピエント recipient （医学）他人から提供された臓器，組織又は血液を

移植又は輸血して貰う人 

cf ドナー donor 輸血や臓器等の移植や輸血を

して貰う人 

3219. レシート receipt 領収書←レシーブ receive 受け取る 

 レジ register レジスターの略。 

1.記録 2.飲食底や商店等の出納係 

3220. レジェンド legend 伝説 
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 レジェンダリー legendary 伝説の 

3221. レジスタンス resistance 抵抗 

 レジスタント resistant 抵抗する人 

3222. レジブル legible 読み易い 

：イレジブル illegible 読みにくい 

3223. レジメ resume フランス語。 

摘要，要約。特に，講義や研究発表等の内容を纏め

たもの 

3224. レジーム regime 1.政治体制 2.国際間のルールを決めたもの 

3225. レジャー leisure 1.余暇 2.余暇利用の遊び 

 レジャーシート leisure seat 野外で地面に敷く敷物 

 レジャーセンター leisure center 娯楽施設が沢山集まった所 

 レジャービル leisure building レジャービルディングの略。娯楽施設の多いビル 

 レジャーランド leisure land 和製語。娯楽施設を沢山取り揃えた大型娯楽施設の

場所 

3226. レスキュー rescue 救助，救出 

→レスキュー隊 火災や水害等の大事故の時に出

動，救助に当たる部隊 

3227. レストラン restaurant フランス語。西洋料理店 

3228. レストリクション restriction 制限 

←レストリクト restrict 制限する 

3229. レスポンス response 反応←レスポンド respond 反応する 

3230. レスポンシビリティ responsibility 責任 

←レスポンシブル responsible 責任のある 

3231. レスラー wrestler レスリングの競技する人 

レスリング－wrestling 二人の競技者が，マット上

で組み合う格闘技 

マット－mat 厚い布製の敷物 

3232. レセプション reception 1.受け入れ 2.歓迎会 3.宴会 

←レシーブ receive 受ける 

3233. レセプト rezept ドイツ語。1.処方箋 2.診療報酬明細 

3234. レゾナンス resonance 1.木霊（コダマ） 2.共鳴 

 レゾナント resonant 1.木霊する 2.反響する 3.共鳴する 

3235. レゾリューション resolution 1.決心，決意 2.決議 

←レゾリュート resolute 決意の固い 

3236. リゾートホテル resort hotel 
レゾートホウテル 

resort－行楽地，保養地 

＝和製語。行楽地や保養地のホテル 

3237. レゾンデートル raison d'etre フランス語。存在理由 

3238. レタス lettuce 萵苣（チシャ）の英語名。サラダ菜（ナ） 
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3239. レターペーパー letter paper 
レター ペイパー 

便箋（ビンセン） 

 レターボックス letter box 郵便箱 

3240. レッカー（車） wrecker ウインチを備え，故障車等を吊り上げる車 

ウインチ－winch 巻き上げ機 

3241. レッグシールド leg shield leg－足の 

shield－遮蔽物，防御物 

＝和製語。車の泥よけ 

3242. レッスン lesson 1.練習 2.授業 

3243. レッテル letter オランダ語。商品に社名等を貼った紙の札（フダ）

3244. レットアウト let out 抜け穴，逃げ道 

 レットダウン letdown 失望，期待はずれ 

3245. レッドカード red card サッカー soccer で，反則の選手に主審が出す赤

札 

 レッドクロス red cross 赤い 十字形＝赤十字社 

 レッドテープ red-tape 
レッドテイプ 

1.官僚的な 2.形式主義の 

3246. レディーファースト ladies first 
レイディーズファースト 

和製語。女性第一主義 

 レディバード lady bird 
レイデイ バード 

テントウ虫＝（米）lady bug レイデイバッグ 

3247. レディメード ready made 
レディ メイド 

既製品，出来合い 

：オーダーメード order-made オーダーメイド 

和製語 

正しくは，custom made カスタムメイド（米）－挑

えの 

又は made-to-order メイド ツー オーダー－

注文 

3248. レトリック rhetoric 1.美辞麗句（美しい言葉） 2.修辞学 

3249. レトリート retreat 1.返却，後退 2.療養所 

3250. レトリーバル retrieval 1.回復 2.回収 

 レトリーブ retrieve 1.回復する 2.回収する 

3251. レトルトカレー retort curry オランダ語 

レトルト食品。＝特殊な袋に調理済みの食品を入れ

て密封殺菌した食品 

レトルト－retort リトート（化学）蒸留器（ジョウ

リュウキ） 

3252. レトロ retro フランス語。 1.復古調 2.回顧的な 

3253. レノベーション renovation 
レノベイション 

改装，修理 

←レノベート renovate レノベイト 古い建物を

改装，修理する 

3254. レパートリー repartory 1.上演や演奏する内容の番組 2.自分で，こなせる

品目や領域 
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3255. レパード leopard 豹（ヒョウ） 

3256. レバー lever 挺子（テコ） 

3257. レビティ levity 1.無分別 2.軽率 

3258. レビュー review 1.復習 2.再検討 3.新聞や雑誌等の論評 

3259. レファレンス reference 1.参照 2.言及（ゲンキュウ） 

←レファー refer 1.参照する 2.言及する 

3260. レファレンダ referenda 住民投票や国民投票（複数形） 

 レファレンダム referendum 上の単数形 

3261. レフリジレーター refrigerator 
レフリジレイター 

1.冷蔵庫 2.(店の）冷却室 

←レフリジレート refrigerate レフリジレイト 

冷蔵する，冷却する 

3262. レプリカ replica 1.複製品 2.模造品 

 レプリケーション replication 
レプリケイション 

1.複製 2.再製 

←レプリケート replicate レプリケイト 

1.複製する 2.再製する 

3263. レプレゼンタティブ ／representative 

＼Representative 

代表者 

米）下院議員 

←represent レプレゼント 代表する 

cf 上院議員 Senator セナター 

3264. レベニュー revenue （国や地方団体の）歳入 

：歳出 expenditure イクスペンデイチュア 

3265. レベル level 
レブル 

（知的，道徳的な）水準 

 レベルアップ level up 
レブル アップ 

和製語。水準向上 

 レベルダウン level down 
レブル ダウン 

和製語。水準低下 

3266. レベリオン rebellion 反乱，暴動 

←レベル rebel レブル 

1.反抗する 2.反逆を起こす 

3267. レポーター reporter 
リポーター 

1.報道記者 2.通信員 

 レポート report 
リポート 

1.報告 2.報道 3.記事 

3268. レボリューション revolution 1.革命 2.回転 

←レボルブ revolve 回転する，旋回する 

3269. レミックス remix ミクシングのやり直し 

ミクシング－mixing 複数の音声や画像等を組み合

わせ，一つに纏める作業 

3270. レミニッセンス reminiscence 思い出．回想 

記憶直後よりも，一定時間経過後の方が，再生効果

が良くなる現象 

←remind リマインド 思い出す 
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3271. レミッタンス remittance 送金←レミット remit 送金する 

3272. レム睡眠 REM r
･

apid e
･

ye m
･

ovement ラピッド アイ ムーブメン

ト 

急速な眼球の運動（睡眠中に眼球が急速に動く現象）

3273. レモネード lemonade 
レモネイド 

レモンの果汁に砂糖を加えて，湯や水で割った飲料

 レモン lemon インド原産の蜜柑（ミカン）科の常緑低木 

 レモンスカッシュ lemon squash squash－無炭酸の果汁飲料 

＝レモンの巣汁を炭酸水で割った飲料 

3274. レユーニオン reunion 1.同窓会 2.再会 

←re 再び union 結合，団結 

3275. レーザー光線 laser beam 
レイザー ビーム 

l
･

ight a
･

mplification by 

ライト アンプリフィケイション バイ 

光の，光線の 拡大，拡張 による 

s
･

timulated e
･

mission of r
･

adiation 

ステイミュレイテッド エミッション オブ レイ

ディエイション 

刺激された 放射，放出 の 放射能，放射 

＝刺激された放射能の放出による光の拡張 

＝電波探知機 

3276. レーシングカー racing car 
レイシング カー 

競争用自動車 

3277. レース ／race 
レイス 

＼lace 
レイス 

競争 

 

1.靴等の紐（ヒモ） 2.刺繍（シシュウ） 

3278. レーズン raison 
レイズン 

乾葡萄（ホシブドウ） 

3279. レーダー radar 
レイダー 

r
･

a
･

dio d
･

etection a
･

nd r
･

anging 

レイディオウ ディテクション アンド レインジ

ング 

無線の 探知，発見 と 照準＝電波探知機 

 レーダーサイト radar site 
レイダー サイト 

site－場所，基地 

＝レーダーの基地 

3280. レート rate 
レイト 

割合，比率 

3281. レール rail 
レイル 

鉄道の軌道，線路 

3282. レーン ／rain 
レイン 

＼lain 
レイン 

雨 

 

1.細道 2.車線 3.ボーリングのレーン bowling 

lane 

3283. レンジャー ranger 
レインジャー 

（米）森林警察隊，国立公園監視員 
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3284. レンジ range 
レインジ 

1.領域，幅（ハバ） 2..焜炉（コンロ） 

cf 電子レンジは（英国）microwave oven マイクロ

ウェイブ アブン 

（米国）electronic cooker イレクトロニック クッ

カー 

 レンジファインダー range finder 
レインジ ファインダー 

幅や領域を 見つける物＝測距儀．距離計 

3285. レンズ lens 1.光学装置 2.目の水晶体 

3286. レンタカー rent-a-car 賃貸自動車← rent 賃貸し 

 レンタサイクル rent-a-cycle 和製語。賃貸自転車 

 レンタル rental 賃貸 

 レンタルビデオ rental video 和製語。有料貸出のビデオソフト 

←ビデオソフト＝ビデオカセット video cassette 

やビデオディスク video disc に録画した作品 

3287. レントゲン roentgen Wilhelm Konrad Roentgen 

ウイルへルム コンラッド レントゲン 

ドイツの実験物理学者。1895年Ｘ線発明。第1回ノー

ベル賞受賞 

→レントゲン写真＝Ｘ線写真 

3288. ローヤル Royal 
ロイヤル 

王室の 

 ローヤリティ royalty 
ロイヤリティ 

1.王国 2.著作権使用料 

 ローヤルファミリー royal family 
ロイヤル ファミリー 

王室，皇室 

 ローヤルロード royal road 
ロイヤル ロウド 

王道，近道（チカミチ） 

3289. ローズ rose 
ロウズ 

薔薇（バラ） 

注：riseの過去形でもある 

3290. ローティーン low teen 
ロウ ティーン 

和製語。10代前半の年代 

：ハイティーン high teen 和製語。10代後半の年

代 

3291. ローン ／loan 
ロウン 

＼lone 
ロウン 

1.借り入れ金 2.貸し付け金 

 

淋しい，ただ一人の 

 ローンリネス loneliness 
ロウンリネス 

淋しさ，孤独 

3292. ロカビリー rockabilly 1950年代に流行ったロックンロール rock'n roll 

形式のポピュラー popular 音楽 

3293. ログハウス log house log－丸太（マルタ） 

＝丸太小屋，掘っ建て小屋 

3294. ロケ location ロケイションの略。野外撮影 
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3295. ロケット ／locket 

＼rocket 

首飾りに付ける金属製の小さな飾り 

宇宙船。ミサイル等を打ち上げる発射装置 

ミサイル－missile 誘導弾 

3296. ロコモーション locomotion 
ロコモウション 

運動能力，移動能力 

 ロコモーティブシンドロー

ム 

locomotive syndrome
ロコモウティブ シンドロ

ウム 

locomotive－運動の 

syndrome－病的現象，症候群 

＝運動機能症候群 

3297. ロゴ logotype ロゴタイプの略。商標やシンボルマーク symbol 

mark となるデザイン design 

＝和製語。ある団体や，その運動等を表す記号 

cf ロゴマーク logo mark 和製語 

3298. ロゴス logos 1.宇宙支配の原理2.神様の言葉 

3299. ロジカル logical 論理的な 

 ロジカリティ logicality 論理性 

←ロジック logic 論理 

3300. ロジスティックス logistics 1.経営の細部の計画 2.経営の総合的管理 

3301. ロスジェネ lost generation ロウストジェネレイションの略。失われた世代 

＝第一次大戦中に育ち，戦争体験や混乱期を経て人

生の方向を見失った世代 

3302. ロッカー locker 鍵のかかる棚 

 ロッカールーム locker room ロッカーを備えた部屋 

3303. ロッキングチェア rocking chair 前後に揺れる椅子 

 ロック ／lock 

＼rock 

鍵（カギ)，錠前（ジョウマエ) 

1.岩 2.前後に揺らす 

 ロッククライミング rock climbing 岩登り 

climbing－climb クライム 登る，よじ登る 

3304. ロッジ lodge 山小屋風の簡易宿泊所 

3305. ロット lot 1.くじ引き 2.運命 3.（米）土地の一区画 

3306. ロッド rod 1.棒 2.竿（サオ） 

→フィッシングロッド 

Fishing－魚釣り用の 

rod－棒，竿 

＝釣竿（ツリザオ） 

3307. ロビー lobby 1.ホテルや劇場等の玄関脇の控室や広間 2.議員控

室 

 ロビイスト lobbyist 圧力団体の代理で，その団体に有利な政治的決定を

させる人 

3308. ロフト loft 1.屋根裏部屋 2.ゴルフクラブの傾斜角度 

ゴルフクラブ－golf club ゴルフ用のボールを打つ

棒 

3309. ロブスター lobster 1.蟹（カニ） 2.伊勢エビ 
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3310. ロボット robot 人造人間 

→ロボコン robot contest 

ロボットコンテストの略。ロボットの試合 

3311. ロマン roman フランス語 

1.長編小説 2.甘美な夢や冒険心をそそる事柄 

3312. ロマンス romance 
ロウマンス 

1.空想的な物語 2.恋物語（コイモノガタリ） 

 ロマンティスト romantist 
ロウマンティスト 

romanticist 

ロウマンティシストの訛り 

1.波漫主義者 2.夢想家，空想家 

 ロマンティック romantic 
ロウマンティック 

1.空想的な 2.甘美な 

 ロマンスグレー romance grey 
ロウマンス グレイ 

和製語。上品な白髪交じりの老人。 

正しくは，grey haired o1d 

グレイへアード オウルド 

 ロマンスシート romance seat 和製語。劇場や車等で，二人並んで腰掛ける座席 

3313. ロングセラー long seller 和製語。書籍等で長期間売れるもの 

3314. (マネー）ローンダリング money laundering 
マニー ロウンダーリング

不正な取引で得た金や物を，外国に預けたりして，

ごまかす行為 

←launder ロウンダー 

1.洗う 2.（不正な金や商品等を）合法的に見せか

ける 

3315. ロンド rondo イタリア語。輪舞曲（リンブキョク） 

3316. ローカル線 local line 
ロウカルライン 

鉄道やバス等で，地方の輸送量の少ない線 

3317. ローション lotion 
ロウション 

1.皮膚や眼病等の外用水薬（ガイヨウミズグスリ）

2.化粧水 

3318. ロース roast ロウストの訛り。 

牛肉 

＝roast beef ロウストビーフ 

roast ロウスト－炙る，焼く 

beef ビーフ－肉 

＝焼き肉 

3319. ロータス lotus 
ロウタス 

蓮（ハス）の花 

3320. ロータリー rotary 
ロウタリー 

1.回転機 2.（米）環状交差点 

3.交通量の多い交差点や駅前の円形の土地 

3321. ローテーション rotation 
ロウテイション 

回転，循環の意味 

1.野球で，先発投手の順を決める事 2.仕事の交替

3.6人制バレーボールで，選手が時計の針の方向に移

動する行為 

←rotate ロウテイト 1.交替する 2.回転させる 

3322. ロードショー road show 
ロウド ショウ 

1.（芸人，政治家等の）地方巡業 2.新作映画の封

切り興業 

←宣伝のため，路上で予告上演した事による 
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3323. ロール ／role 
ロウル 

＼roll 
ロウル 

役割，任務 

 

回転する 

 ロールプレーイングゲーム role playing game 
ロウル プレイイング ゲイ

ム 

role－役割を 

playing－演じる 

game－ゲーム 

＝その人が，ゲーム中の登場人物の役割りを演じる

試合 

 ロールコール roll call 
ロウル コール 

点呼，出席調べ 

 ロールブック roll book 
ロウル ブック 

出席簿 

←roll 円筒状に巻いた紙 

3324. ローン ／lawn 

＼1oan 

芝生（シバフ） 

借金，貸し付け金 

1.ローンテニス lawn tennis 芝生上でのテニス 

ローンボリング lawn bowling 芝生上でのボーリ

ング 

2.ローンキャピタル loan capital 借り入れ金の資

本金 

ローンシャーク loan shark 

loan－貸し付け金の 

shark－鮫（サメ） 

＝高利貸 
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【ワ行の部】 

3325. ワイヤー wire 1.針金（ハリガネ） 2.（米）無線電話 

 ワイヤレス wireless 1.無線 2.無線電信 

 ワイヤレスマイク wireless microphone ワイアレスマイクロフォウンの略 

wireless－無線の 

microphone－拡声器 

＝マイク 

 ワイヤロープ wire rope 

ワイア ロウプ 

針金の綱（ツナ） 

3326. ワイシャツ white shirt ホワイトシャーツの当て字。通称：Yシャツ 

3327. ワイドショー wide show 

ワイド ショウ 

和製語 

芸能中心のニュース等，幅広い分野の事を伝える番

組 

 ワイドスクリーン wide screen 幅広い映画の画面 

 ワイドスプレッド wide spread 広い範囲の，広範に亙る 

3328. ワイン wine ブドウ酒 

 ワイナリー winery （米）ワインの醸造所（ジョウゾウショ） 

3329. ワイパー wiper 車の水分や汚れを落とすもの 

←wipe ワイプ 拭く 

3330. ワイルド wild 1.野生の 2.荒れた 

→ウイルダーネス wilderness 

1.荒れ地 2.ごたごたした所 

 ワイルドピッチ wild pitch wild－荒れた，乱暴な 

pitch－投球 

＝野球の投手の暴投 

 ワイルドボア wild boar wild－野生の 

boar－元，去勢されていない雄の豚 

＝猪（イノシシ） 

←猪は「森の騎士」と呼ばれ「大胆不敵」の象徴 

 ワイルドライフ wildlife 野生の生命＝野生動物 

3331. ワクチン vakzin ドイツ語＝英語の vaccine バクシーン 

3332. ワゴン（車） wagon 1.料理や酒類を乗せて客席に運ぶ車 

2.商品を乗せて運ぶ脚輸の着いた台 

3.箱型の無蓋車（ムガイシャ） 

3333. ワセリン Vaseline ドイツ語。元，商標名 

白色で，軟膏状（ナンコウジョウ）の男性用の髪油

＝ポマード pomade 
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3334. ワッシャー washer 1.座金（ザガネ） 2.洗濯機 

ボルトを絞める時に，ナットの下に入れる薄い金属

板 

ボルト－bolt カンヌキ，錠 

ナット－nut ネジ 

cf 洗濯機は washing ウオッシング machine 

マシーン 

洗濯用の機械＝略称：washer ウオッシャー 

3335. ワッペン wappen ドイツ語。ブレザー等の胸に付ける飾り 

ブレザー－blazer ブレイザ一 運動選手の制服等

にするコート 

3336. ワルツ waltz 円舞曲 

3337. ワン オクターブ one octave 音の振幅数（音階）を2倍に上げる事 

cf「オクターブが上がる」＝話し方の調子が上がる

3338. ワンゲル wandervogel ワンダーフォーゲルの略。ドイツ語 

元，｢渡り鳥」の事。今，転じて，青年や学生等によ

る山野等の徒歩旅行 

3339. ワンダー wonder 不思議，驚き 

→ワンダフル wonderful 1.不思議な 2.素晴らし

い 

 ワンダーランド wonder land 不思議の国，おとぎの国 

3340. ワンピース one-piece-dress ワンピースドレスの略。婦人や子供の服 

3341. ワンポイントリリーフ one-point-relief 1点の交替 

和製語。野球で， 後の打者一人を打ち取るための

救援投手 

←relief 1.安心 2.救済 3.交替 

3342. ワンボックスカー one-box car 和製語 

箱型で，車体の前から後ろまで仕切りのない箱のよ

うな車 

3343. ワンマン one-man 人の意見は聞かず，自分の思うままに動く人 

 ワンマンショー one-man show 
ワンマンショウ 

テレビや舞台等で，一人だけが中心になって演じる

演技 

 ワンルーム マンション one-room mansion 和製語。浴室，トイレ以外は，すべて一室になった

集合住宅 英語ではstudio ストゥーディオと言う

事が多い。 

3344. ワーキングアワー working hour 1.作業時間 2.勤務時間 

 ワーキンググループ working group ある組織内で，特定の作業や調査等を行う集団。 

作業部会 

 ワーキングプア working poor 1.働く貧困層 2.低所得労働者 

3345. ワークショップ work shop 1.作業場 2.工作室 

shop－店，仕事場 

 ワークプレース work place 
ワークプレイス 

職場，仕事場 

 ワークブック work book 学習帳，練習帳 
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 ワークライフバランス work life balance 仕事と生活の均衡，釣り合い 

＝和製語。仕事と家庭生活とを調和させた生活状態

3346. ワーストワン. worst one 悪の物 

3347. ワードローブ ／wardrobe 
ウォードロウブ 

＼word robe 
ウァードロウブ 

洋服箪笥（ヨウフクダンス） 

＝（米）closet クロジット 戸棚，収納室 

個人の用語集 

3348. ワープ warp 歪み（ユガミ)，曲がり 

3349. ワープロ  word processor の略 

word－言葉の，言語の 

processor－処理装置 

＝文書作成用の入出力，記憶，編集，印字等ができ

るコンピューター装置 
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