
高校英単語1900

1 succeed in A 成功する 51 insist on Ving 強く主張する

2 fail to do 失敗する 52 persist in A 断固として主張する

3 enter A 入る 53 demand that S should V 要求する

4 graduate from A 卒業する 54 supply A with B AにBを供給する

5 achieve A (仕事・目的を)成し遂げる 55 provide A with B AにBを供給する

6 accomplish A (仕事・目的を)成し遂げる 56 offer to do 提供する

7 fulfill A (約束・義務を)果たす 57 furnish A with B 供給する

8 attain A (目標)を達成する 58 grant A B AにBを与える

9 perform A 行う，上演する 59 gain A 手に入れる

10 advance 前進する 60 earn A 得る、かせぐ

11 found A 創立する 61 acquire A 手に入れる

12 establish A 設立する 62 obtain A 手に入れる

13 organize A 組織する 63 imagine Ving 想像する

14 compose A 構成する 64 suppose that S V （漠然と）思う

15 constitute A 構成する 65 assume that S V 思いこむ

16 allow A to do 許す 66 guess that S V 推量する

17 permit A to do 許す 67 suggest that S should V 提案する

18 accept A 受け入れる 68 assure 人 of 事 保証する

19 admit Ving 認める 69 convince 人 of 事 (AにBを)納得させる

20 recognize A 認識する 70 persuade 人 to do 説得する

21 notice A 注目する 71 urge 人 to do しきりに促す

22 respect A 尊敬する 72 recommend that S should V 推薦する

23 praise A ほめる 73 promote A 促進する

24 admire A 称賛する 74 prove that S V 証明する

25 worship A 崇拝する 75 inform 人 of 事 知らせる

26 appreciate A 感謝する 76 indicate A それとなく示す

27 impress A 印象付ける 77 represent A 表す

28 regard A as B AをBとみなす 78 reveal A 明らかにする

29 reward A for B A(人)をB(理由)で報いる 79 propose that S should V 提案する

30 congratulate 人 お祝いを言う 80 argue that S V 論争する

31 treat A 扱う、治療する 81 debate A 討論する

32 greet 人 あいさつする 82 express A 表現する

33 bow[発音bau] to 人 おじぎする 83 describe A 描写する

34 consider A よく考える 84 mention A 言及する

35 conceive A 心に抱く 85 imply that S V 暗に意味する

36 glance at A ちらっと見る 86 remind 人 of 事 思い出させる

37 stare at A じろじろ見る 87 recall A 思い出す

38 gaze at A じっと見つめる 88 remark that S V 述べる

39 please 人 喜ばせる 89 define A as B AをBと定義する

40 prefer A 好む 90 agree with A 賛成する

41 satisfy 人 満足させる 91 approve of A 賛成する

42 relate A to B 関係付ける 92 trust A 信頼する

43 refer to A 言及する 93 reply to A Aに答える

44 concern A 関係する、心配させる 94 decide to do 決める

45 depend on A Aに依存する 95 determine to do 決める

46 rely on A Aに頼りにする 96 resolve to do 決める、解決する

47 lean on A Aにもたれる 97 conclude that S V 結論を下す

48 add A to B 加える 98 settle 解決する、落ち着く

49 claim that S V 主張する 99 utter A （声を）発する

50 require that S should V 必要とする 100 whisper to 人 ささやく
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高校英単語1900

101 pronounce A 発音する 151 consist of A Aから成る

102 predict A 予言する 152 contain A 中に含む

103 interpret A as B 解釈する、通訳する 153 include A 含む

104 publish A 出版する 154 involve A 巻き込む

105 display A 展示する、示す 155 surround A 取り巻く

106 exhibit A 展示する、陳列する 156 apply A to B 適用する

107 expose A to B AをBにさらす 157 engage in A 従事する、従事させる

108 examine A 調べる 158 attend A 出席する

109 observe A 観察する 159 devote A to B 捧げる

110 identify A 特定する 160 employ A 雇う

111 justify A 正当化する 161 occupy A 占める

112 perceive A 感知する 162 concentrate on A 集中する

113 search for A 探す 163 endure A 耐え抜く

114 seek for A 捜し求める 164 endeavor to do 努力する

115 explore A 探検する 165 pursue A 追いかける

116 investigate A 調査する 166 absorb A 吸収する

117 estimate A 見積もる 167 contribute to A Aに貢献する

118 survey A 調査する、吟味する 168 repeat A 繰り返す

119 trace A 跡をたどる 169 continue to do 続ける

120 derive from A 由来する 170 enable 人 to do 可能にさせる

121 prepare for A 準備する 171 suit 人 適合させる

122 spread 広げる 172 fit 人 合う

123 extend 伸ばす 173 reflect A 反射する

124 scatter A まき散らす 174 defend A 防御する

125 isolate A 孤立させる 175 maintain A 維持する

126 compare A with B 比較する 176 store A 蓄える

127 differ from A 異なる 177 preserve A 保存する

128 distinguish A from B 区別する 178 cultivate A 育てる、耕す

129 appear 現れる(emerge) 179 polish A 磨く

130 occur 起こる(happen) 180 proceed (with A) Aを続ける、前進する

131 arise from A 生じる 181 develop A 発達させる

132 emerge (今まで見えなかった物が) 出現する 182 produce A 生産する

133 encounter A 遭遇する 183 manufacture A 製造する

134 create A 創造する 184 invent A 発明する

135 aim at A ねらう 185 discover A 発見する

136 intend to do 意図する 186 aid 人 with 事 助ける(=help)

137 attempt to do 試みる 187 fix A Aを修理する

138 direct A to B 向ける 188 repair A A(大規模)を修理する

139 manage to do 何とか～する 189 mend A A(小規模)を修繕する

140 invite 人 to 場所 招待する 190 improve A 改良する

141 gather 集める、集まる 191 cure A 治療する

142 attract A 引きつける 192 adapt A to B 適応させる

143 introduce A to B 紹介する 193 adopt A 採用する

144 join A 参加する 194 adjust A to B 調整する

145 participate in A 参加する 195 alter A 変える

146 belong to A 所属している 196 equip A with B 装備させる

147 cooperate with A 協力する 197 operate A 作動する

148 accompany A 同伴する 198 recover from A Aから回復する

149 associate A with B AといえばBを連想する 199 release A from B 解放する

150 attach A to B くっつける 200 exchange A for B 交換する
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201 substitute A for B 代わりに使う 251 resemble A 似ている

202 replace A by[with] B 取り替える 252 deceive A だます

203 select A 選び抜く 253 exaggerate A 誇張する

204 divide A into B 分割する 254 doubt that S V 疑う(～ではないらしいと思う)

205 export A 輸出する 255 suspect that S V 疑う（～であるらしいと思う）

206 import A 輸入する 256 tempt 人 to do 誘惑する

207 transport A 輸送する 257 conceal 隠す

208 convey A 運ぶ 258 refuse to do 拒絶する

209 deliver A 配達する 259 reject 拒否する

210 owe 事 to 人 借りがある 260 decline 断る

211 afford A Aを買う余裕がある 261 deny Ving (Vするのを)否定する

212 own A 所有する(have) 262 hesitate to do ためらう

213 possess A 所有する(have) 263 prevent A from Ving AがVするのを妨げる

214 borrow A from 人 借りる 264 avoid Ving 避ける

215 lend 人 もの 人にものを貸す 265 postpone Ving 延期する

216 flourish 栄える(prosper) 266 delay Ving 遅らせる

217 pour A into B 注ぐ 267 interfere with A 邪魔になる

218 entertain 人 楽しませる 268 bind A 縛る

219 amuse 人 面白がらせる 269 increase 増加する

220 affect 人 影響を与える 270 decrease 減る

221 influence 人 影響を与える 271 lack A Aを欠いている

222 respond to A 反応する 272 behave 振る舞う

223 react A 反応する 273 complain of A 不平を言う

224 waste A 浪費する 274 hate A 憎む

225 consume A 消費する 275 despise A 軽蔑する

226 harm A 危害を加える 276 ignore A 無視する

227 injure 人 けがをさせる 277 neglect A 怠ける

228 hurt 人 (人の体・心を)傷つける 278 bother 人 悩ます

229 wound 人 (戦争などで)傷つける 279 suffer from A こうむる，苦しむ

230 ruin A 破滅させる 280 worry about A 心配する

231 destroy A 破壊する 281 confuse A with B 混乱させる

232 spoil A 台無しにする 282 annoy 人 いらいらさせる

233 burst 破裂する 283 frighten 人 こわがらせる

234 explode 爆発する 284 disappoint 人 失望させる

235 reduce A 減らす 285 interrupt A 中断する

236 commit A 委託する 286 envy (人) 事 (人の)事をうらやむ

237 condemn 人 for 事 非難する 287 quarrel over[about] A 口論する

238 murder A 殺害する 288 compete with A 競争する

239 punish 人 for 事 罰する 289 resist A 抵抗する

240 fine 人 金額 人に罰金を課す 290 struggle for A Aのために苦闘する

241 remove A 除去する 291 beat A たたく

242 vary from A to B AからBへ変わる 292 divorce 人 離婚する

243 tend to do （～する）傾向がある 293 tire 人 疲れさせる

244 exist 存在する 294 exhaust A 使い果たす

245 spare 人 時間 （時間などを）割く 295 regret Ving 後悔する

246 survive A Aより長生きする 296 govern A 統治する

247 cease to do doしなくなる 297 conquer A 征服する

248 bury A 埋める 298 abandon A 見捨てる

249 pretend to do ふりをする 299 obey A 従う

250 imitate A まねする 300 bend 曲げる
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301 possible ありうる 351 apt to do 適切な，～しがちで

302 likely ありそうな 352 inclined to do ～する傾向がある

303 probable ほぼ確実な 353 adequate 十分な

304 certain 確実な 354 appropriate 適切な

305 absolute 絶対的な 355 due 当然払われるべき

306 bound 縛られた(bindのP.P.) 356 rational 理性的な,合理的な

307 obvious 明白な 357 ordinary 普通の

308 visible 目に見える 358 particular 特定の,好みがうるさい

309 visual 視覚の 359 specific 特定の,明確な

310 oral 口頭の 360 primary 最も重要な

311 linguistic 言語の 361 main 主な

312 inevitable 避けられない 362 major 主要な,重要な

313 personal 個人的な 363 minor さほど重要でない

314 individual 個々の、個人 364 junior 年下の

315 material 物質の、物質 365 senior 年上の

316 physical 身体の、物理的な 366 elderly 初老の

317 mental 心の 367 female 女性の

318 spiritual 精神の 368 male 男性の

319 intellectual 知的な 369 capital 主要な,首都,資本,大文字

320 intelligent 知能の高い 370 principal 最も重要な,校長先生

321 aware 気づいている 371 ultimate 最終的な

322 conscious 意識している 372 thorough 徹底的な

323 ancient 古代の 373 supreme 最高の

324 primitive 原始的な 374 superior to A Aより優れている

325 recent 最近の 375 inferior to A Aより劣っている

326 immediate 即時の 376 precious 貴重な

327 contemporary 同時代の 377 ideal 理想的な

328 common 共通の 378 plain 明白な,平野

329 usual いつもの 379 basic 基本的な

330 frequent 頻繁な 380 elementary 初歩の

331 annual １年１回の、毎年の 381 fundamental 根本的な

332 rare 珍しい 382 vital きわめて重要な

333 accidental 偶然の 383 indispensable 不可欠な

334 casual 何気ない 384 significant 重要な,かなりの

335 previous 前の 385 splendid すばらしい

336 brief 簡潔な 386 magnificent 壮大な

337 temporary 一時的な 387 cultural 文化的な

338 rapid 速い 388 available 利用できる,入手できる

339 familiar よく知られている 389 convenient 便利な

340 domestic 家庭の，国内の 390 patient 我慢強い

341 official 公の，公式の 391 sufficient 十分な

342 legal 法律上の 392 cheap 安い

343 political 政治の 393 expensive 高価な

344 average 平均的な 394 financial 財政の

345 proper 適当な 395 abundant 豊富な

346 correct 正しい 396 complex 複雑な

347 accurate 正確な、事実に沿った 397 infinite 無限の

348 exact 正確な、きっかりの 398 maximum 最大限の

349 precise 正確な、緻密な 399 minimum 最小限の

350 scientific 科学的な 400 medium 中間の
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401 mere 単なる 451 serious 深刻な，重大な

402 empty 空っぽの 452 noble 気高い

403 vacant (部屋・座席が)空いている 453 brave 勇敢な

404 broad 幅の広い 454 bold 大胆な

405 narrow 幅が狭い 455 sound 健全な

406 contrary 反対の 456 lazy 怠け者の

407 enormous とてつもなく大きい 457 idle 働いていない

408 huge 巨大な 458 vain 無駄な

409 immense 莫大な 459 humble 謙虚な,質素な

410 tremendous きわめて大きい 460 worth 価値のある

411 vast 広大な 461 numerous 多数の

412 tiny ちっちゃな 462 generous 気前のいい

413 slight わずかな 463 grateful 感謝している

414 remote 中心から離れて 遠い 464 confident 自信にあふれた

415 distant 距離(測定可能)が 遠い 465 mutual 相互の

416 lonely 孤独な 466 steady 着実な

417 vague 漠然とした 467 solid 固体の,固体,堅い

418 obscure あいまいな,無名の 468 mechanical 機械的な

419 abstract 抽象的な 469 odd 変な

420 profound 深い(deep) 470 peculiar 奇妙な,独特な

421 artificial 人工的な 471 curious 好奇心の強い

422 actual 実際の 472 silly (常識外れで) 愚かな

423 genuine 本物の 473 stupid (生まれつき) ばかな

424 false 間違った 474 absurd (理性に反して) ばかげた

425 fake いんちきの 475 ridiculous (嘲笑をかう程) ばかげた

426 similar to A 似たような 476 foolish (判断力なくて) 愚かな

427 awake 目が覚めて 477 awful 恐ろしい(⇔awesome)

428 independent of A Aから独立した 478 ashamed of A 恥じて

429 alternative 二者択一の 479 evil 邪悪な

430 alternate 交互の 480 fat 太った

431 active 積極的な 481 thick 分厚い

432 passive 受け身の 482 thin 薄い

433 positive 肯定的な 483 dense 密集した

434 negative 否定の 484 dull 退屈な

435 capable 有能な(able) 485 damp 湿気の多い

436 efficient 効率的な 486 moist 湿り気のある

437 excellent 優秀な 487 indifferent 無関心な

438 bright 利口な,輝いている 488 conventional 型にはまった

439 brilliant きわめて優秀な,光り輝く 489 superficial 表面上の

440 uneasy 不安な,簡単でない 490 external 外部の

441 afraid 恐れて 491 internal 内部の

442 anxious 心配して,切望して 492 naked 裸の,あからさまの

443 eager 熱望して 493 bare 裸の,ありのままの

444 keen 鋭い，熱心な 494 native 生まれ故郷の,土着の

445 sincere 誠実な 495 ugly 醜い

446 polite 礼儀正しい 496 wild 野生の

447 decent ちゃんとした 497 random でたらめの

448 innocent 無罪の,無邪気な 498 firm 堅い

449 sensitive 神経過敏な 499 severe 厳しい(妥協を許さない)

450 sensible 分別のある 500 strict 厳しい（しつけ・規律に）
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501 experience 経験 551 agriculture 農業

502 knowledge 知識 552 harvest 収穫

503 interest 興味,利子 553 grain 穀物

504 reason 理由 554 flood 洪水

505 cause 原因 555 function 機能

506 effect 影響力 556 profession 専門職

507 result 結果 557 labor 労働

508 consequence (重大な)結果 558 factory 工場

509 influence 影響力 559 income 収入

510 motive 動機 560 wages 賃金

511 purpose 目的 561 economy 経済

512 habit (個人の)習慣 562 commerce 商業

513 custom (社会的)慣習 563 trade 貿易

514 practice 練習，実践，慣習 564 device 装置，工夫

515 tradition 伝統 565 prospect 見込み

516 courtesy 礼儀正しさ 566 ease 容易さ

517 presence 存在,出席 567 comfort 快適さ

518 matter 事柄,物質 568 prosperity 繁栄

519 subject 主題 569 luxury ぜいたく

520 object 物体,目的 570 welfare 福祉,幸福

521 substance 物質 571 miracle 奇跡

522 affair 事情,情事 572 fate (抵抗し難い)運命

523 literature 文学 573 destiny (良い意味で)運命

524 author 著者 574 doom (悲惨・不幸な)運命

525 editor 編集者 575 fortune 幸運,財産

526 tale 物語 576 opportunity 好機

527 poetry 詩 577 occasion 場合,機会

528 proverb ことわざ 578 example (代表的な)例

529 criticism 批評 579 instance (単に個別的な)例

530 audience 聴衆 580 decade １０年間

531 spectator 観客 581 era (変化や事件のある) 時代

532 taste 味覚,好み 582 period 期間

533 fancy 空想 583 epoch 時代 (eraの初期段階)

534 favor 好意 584 term 期間，専門用語

535 neighbor 隣人 585 trend 傾向

536 environment 環境 586 sum 合計

537 atmosphere 雰囲気,大気 587 amount 量，総額

538 pollution 汚染 588 plenty of A 多くのA,豊富

539 situation 状況,立場 589 deal 取引

540 circumstance 環境,事情 590 figure 姿，数字

541 area 地域 591 purchase 購入

542 district 地区 592 charge 請求額，料金

543 region 地方(region＞district＞area) 593 profit 収益

544 quarter 地域，４分の１ 594 benefit 利益

545 dialect 方言 595 value 価値

546 inhabitant 住民 596 virtue 美徳

547 suburb 郊外 597 quality 質

548 geography 地理 598 quantity 量

549 reality 現実 599 route 道筋，ルート

550 climate 気候 600 routine 決まりきった仕事
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601 architecture 建築(学) 651 force 力

602 construction 建設 652 degree 程度

603 structure 構造 653 characteristic 特徴、個性

604 institution 公共機関,協会 654 feature (注意をひくような) 特徴

605 acquaintance 知人 655 religion 宗教

606 compromise 妥協,妥協する 656 belief 信念

607 conduct 行い 657 faith 信頼

608 attitude 態度 658 soul 魂

609 tax 税 659 philosophy 哲学

610 duty 義務 660 wisdom 知恵

611 skill 技術 661 thought (理性的な) 思考,考え

612 faculty 才能 662 notion (ideaより漠然とした) 考え

613 instrument 計器,楽器 663 view 見解

614 implement 道具 (農耕具,園芸用品),実行する 664 sight 光景,視力,名所

615 weapon 武器 665 article 記事

616 arms (戦争用の)兵器 666 surface 表面

617 astronomy 天文学 667 bottom 底

618 thermometer 温度計 668 current 流れ,現在の

619 temperature 温度 669 horizon 地平線

620 track 跡 670 dawn 夜明け

621 scent におい,手がかり 671 twilight 薄明かり

622 discipline 訓練 672 voyage 航海

623 experiment 実験 673 landscape 風景

624 account 説明,銀行口座,請求書 674 continent 大陸

625 explanation 説明 675 heaven 天国

626 solution 解決（策） 676 hell 地獄

627 truth 真実 677 globe 地球

628 arithmetic 算数 678 origin 起源

629 electricity 電気 679 resource 資源

630 analysis 分析 (複 analyses) 680 treasure 宝物

631 issue 問題,発行(物) 681 ancestor 祖先

632 instruction 指導 682 heir 相続人

633 incident (付随した)出来事 683 fault 欠点

634 phenomenon 現象 (複 phenomena) 684 biology 生物(学)

635 thread 糸 685 species 種（しゅ）

636 clothes 服 (clothは布) 686 evolution 進化

637 aspect 側面 687 progress 進歩

638 evidence 証拠 688 instinct 本能

639 certificate 証明書 689 impulse 衝動

640 necessity 必要性 690 emotion 感情

641 exception 例外 691 sentiment 感情

642 emphasis 強調 692 pity 哀れみ(a pity:残念なこと)

643 detail 詳細 693 sympathy 同情

644 method 方法 694 temper 気質、落ち着き

645 means 手段 695 anger 怒り

646 measure 尺度 696 passion 情熱

647 height 高さ 697 desire 願望,願望する

648 length 長さ 698 courage 勇気

649 depth 深さ 699 joy 喜び

650 strength 力強さ 700 delight 大喜び
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701 conscience 良心 751 poverty 貧困 (形:poor)

702 enthusiasm 熱狂 752 tragedy 悲劇 (喜劇:comedy)

703 ambition 野心 753 disaster 災害

704 dignity 威厳 754 misery みじめさ

705 psychology 心理学 755 hardship 苦難

706 prejudice 偏見 756 limitation 制限

707 conflict 紛争 757 infant 幼児

708 traffic 交通 758 mischief いたずら

709 vehicle 乗り物 759 nursery 保育所，託児所

710 wheel 車輪 760 tear 涙

711 carriage 馬車 761 cradle ゆりかご

712 fuel 燃料 762 grave 墓

713 liquid 液体 763 scholarship 奨学金

714 passenger 乗客 764 candidate 候補者

715 load 積荷 765 advocate 提唱者,提唱する

716 burden 重荷 766 pension 年金

717 disease 病気 767 insurance 保険

718 medicine 薬，医学 768 flavor 風味

719 danger 危険 769 insight 洞察力

720 crisis 危機 770 forecast 予報,予想する

721 threat 脅し 771 ray 光線

722 pain (鋭い)苦痛 772 shade 日陰

723 fatigue 疲労 773 shadow 影

724 reign 治世 774 industry 産業

725 liberty 自由 775 contract 契約

726 slave 奴隷 776 corporation 法人

727 peasant 小作農 777 monopoly 独占

728 revolution 革命 778 register 記録簿,登録する

729 equality 平等 779 client （弁護士などの）依頼人

730 justice 正義 780 colleague 同僚

731 right 権利 781 comrade (苦楽を共にする) 仲間

732 privilege 特権 782 peer 同輩,じっと見る

733 vote 投票,投票する 783 fellow 男，やつ

734 triumph 大勝利 784 goods 商品,貨物

735 victory 勝利 785 merchandise 商品,在庫品

736 crime 犯罪 786 commodity 日用品,必需品

737 sentence 判決，文 787 fabric 織物,基本構造

738 prison 刑務所 788 stuff 材料,もの(staffは職員)

739 cell 細胞 789 grocery 食料雑貨店

740 desert 砂漠 790 stationery 文房具

741 sacrifice 犠牲 791 envelope 封筒

742 shelter 避難所 792 code 暗号

743 tribe 部族 793 estate 地所

744 mankind 人類 794 site 用地

745 humanity 人間性 795 fare 運賃

746 hunger 飢え 796 fee 料金

747 thirst 喉の渇き 797 tuition 授業料

748 famine 飢饉 798 debt 借金

749 drought 干ばつ 799 bill 請求書，法案

750 plague 疫病 800 baggage 手荷物 (英:luggage)
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