
L8-1 語 意味 備考

1 pace 歩調、速度、ペース

2 portrait 肖像画

3 gallery 美術館、画廊

4 complete 完全な

5 cover 覆う
(→be covered with)
＝～で覆われている

6 overwhelm 圧倒する

7 dizzy めまいがする

L8-2 語 意味 備考

1 be tired from v-ing ～して疲れている

2 Leicester Square レスタースクエア ※　ロンドン中央部にある広場

3 fail （試験に）落ちる

4 end 終わらせる、終える

5 talk 話

1 excitement 興奮、刺激

2 thw North Pole 北極

3 preparation 準備

4 the Arctic 北極（地方）

5 polar bear ホッキョクグマ

6 camp キャンプ、野営

7 breath 息

8 hold one's breath 息をとめる

9 be dead 死んでいる



Read 語 意味 備考

1 Horatio Nelson ホレーショ・ネルソン（人名）

2 skill 技量、手腕

3 threat 脅迫、脅威

4 at the age of ～歳のときに

5 expect O to-v ～が・・・するだろうと期待する

6 experience 経験、体験

7 run after ～を追いかける

8 wound 負傷させる

9 turn around ～を回転させる

10 bullet 弾丸

11 club こん棒

12 companion 仲間

13 shoot O in ・・・の体の部分を撃つ

14 courageous 勇敢な

15 skillful 熟練した

16 master 習得する

17 teenager ティーンエイジャー

18 the top(ten) 上位（10）位



L8-3 語 意味 備考

1 shopping 買い物

2 generally speaking 一般的に言えば

3 speaking of ～と言えば

4 deck （バス、船の）階

5 double-decker ２階つきのバス

6 sad to say 悲しいことに

6 happy to say うれしいことに

6 strange to say 不思議なことに

7 dome 丸屋根、ドーム

8 basement 地下室

9 tomb 墓

10 Florence Nightingale フローレンス・ナイチンゲール（人名）

11 mention 話に出す

12 not to mention ～は言うまでもなく ３語

13 the Duke of Wellington ウェリントン公（人名）

14 Waterloo ワーテルロー（地名）

15 not to change the subject,but 話は変わりますが、



語 意味 備考

16 judge 判断する

17 judging from ～判断すると

18 look 様子

19 the look of the sky 空模様

20 strictly speaking 厳密に言えば

21 college 大学

22 to be honest 正直に言えば

22 to be brief 手短に言えば ３語

23 to be sure 確かに～

24 to make a long story short 手短に言えば ６語

25 date 日付

26 penguin ペンギン

27 monkey サル

28 to say nothing of ～は言うまでもなく ４語



Read 語 意味 備考

1 fight 戦う

2 defense 防衛

3 in defense of ～を守るために

4 right 右の

4 left 左の

5 face 直面する

6 danger 危険、脅威

7 threaten 脅す

8 conquer 征服する

9 plan to-v ～する計画である

10 under ～のもとで

11 Spanish スペイン人

12 combine 結合する、連合する

13 fleet 艦隊

14 set out to-v ～しようと乗り出す

15 Cape Trafalgar トラファルガー岬

16 expect that SV ～だと思う、期待する

17 duty 義務

18 do one's duty 務めを果たす

19 encourage 励ます



Read 語 意味 備考

20 follow 続いて起こる

21 strength 力、強さ、圧力

22 point 箇所、点

23 sink 沈める
過去形sank
過去分詞形sunk

24 one after another 次から次へと、次々に

25 none of ～のどれも・・・でない

26 sorrow 悲しみ

27 keep v-ing くり返し～する
※　keep on v-ing
～し続ける

28 How is going? ～の状況はどうですか？

29 in a low voice 小さな声で

30 lip 唇、口

31 dead body 遺体

32 illustration 挿絵、イラスト


