
L7-1 語 意味 備考

1 (even)though ～だけれども

2 forecast (天気）予報

3 heavy rain 大雨

4 whether SV or not ～であろうとなかろうと

5 make sure SV ～をたしかめる

6 waterproof 防水服、レインコート

7 although SV ～だけれども

8 soft やわらかい

9 fail 失敗する

10 fair 公正に

11 play fair 公正に勝負する

12 on time 時間通りに

1 ask for ～を求める

2 help 助け

3 take a day off 休みを取る



L7-2 語 意味 備考

1 be to -v ～する予定である

2 safety 安全

3 the stands 観覧席、スタンド

4 be aware of ～に気が付いている

5 Better v ～したほうがよい

6 shortly まもなく (=soon)

7 Brit 英国人

8 graduate 卒業する

9 fee 料金



Read 語 意味 備考

1 FIFA 国際サッカー連盟

2 cup 優勝杯

3 the World Cup ワールドカップ

4 event 出来事、行事

5 Greek ギリシャ人

6 pass パスする

7 emperor 皇帝

8 goal ゴール

9 bamboo 竹

10 pole 棒

11 rule 規則、ルール

12 field 競技場、フィールド

13 rough 乱暴な、荒っぽい

14 outlaw 不法とする、禁止する

15 public school パブリックスクール

16 Eton イートン校

17 Harrow ハロー校

18 powerful 有力な

19 control 統制する、抑制する



Read 語 意味 備考

20 graduate 卒業生

21 Cambridge ケンブリッジ

22 foul play 反則

23 be in play (ボールが）生きている

24 pitch 競技場、フィールド (=soccer field)

25 pub パブ、居酒屋

26 agree on ～について同意する

27 agree to -v ～することに同意する

28 establish 設立する

29 association 協会

30 competition 競技会

31 non-professional 非職業的な、ノンプロの

32 secret 秘密の

33 help v ～するのを手伝う

34 empire 帝国

35 Uruguay ウルグアイ



L7-3

1 on v-ing ～するとすぐに

2 wave 振る

3 cross 十字形

4 How come SV? どうして～なのですか？

5 union 結合

6 the Union Jack ユニオンジャック ※イギリスの国旗

7 break （法律を）破る

8 right 右に

8 left 左に

9 speed 速度

10 limit 制限

11 speed limit 制限速度

12 headache 頭痛

13 straight 直接に (=directly)

14 in spite of v-ing ～（である）にもかかわらず

15 in v-ing ～する際に



Read

1 display 展示する

2 the Olympic Games 国際オリンピック大会

3 design デザイン、模様

4 field(on a flag) （旗の）地

5 on the other hand 他方では

6 Andrew アンドルー（男性名）

7 shape 形

8 in the shape of ～の形で

9 (in)battle 戦い（戦いで）

10 Great Britain 英国人

11 consist of ～成る

12 Patrick パトリック（男性名）

13 fly 翻る、なびく

14 simply 簡単に、単に (←simple)


