
L6-1 語 意味 備考

1 elder （brother） 年上の（兄）

1 elder （sister） 年上の（姉）

2 Richard リチャード（男性名）

3 (for) the first ～ in 時間 （時間）以来の～

4 heavy 多い

5 smoker 喫煙者

6 heavy smoker ヘビースモーカー

7 since/as SV ～だから

8 put ～ up ～を掲げる

9 reunion 再会の集い、再会

10 the rest of ～ 残りの

11 someone else そのほかの誰か

11 something else そのほかの何か

12 technology 科学技術

13 information technology 情報工学

14 be present 出席している

15 discussion 討議

16 be out of order 故障している



L6-2 単語 意味 備考

1 so ～ that SV とても～なので・・・

2 tea 午後遅くの軽食 (=a light supper)

3 Rich リッチ（男性名） （←Richard）

4 quene 列

5 Sainsbury's セインズベリー

6 such a ～ that SV とても～なので・・・

7 the tube 地下鉄 (=the London Underground)

8 a cuppa 1杯のお茶 (=a cup of tea)

9 price 価格

10 low 安い

11 fan ファン

12 roar 大声をあげる

13 come true 実現する



Read 単語 意味 備考

1 day 時代

2 Walter ウォールター（男性名）

3 Walter Raleigh ウォールター（男性名）

4 cloak マント

5 mud 泥

6 puddle 水たまり

7 carriage 馬車

8 muddy ぬかるんだ、泥だらけの

9 be about to -ｖ まさに～しようとしている

10 step 足を踏み出す

11 spread 広げる

12 get O C ～を・・・にする

13 dirty 汚い、汚れた

14 polite 礼儀正しい

15 service 役立つこと

16 at one's service
～の望みのままに
～の役に立って

17 Your Majesty 陛下

18 safe 安全な、無事な

19 second 瞬間、ちょっとの間

20 reward one for ～に対して（人）に報いる



Read 単語 意味 備考

21 the other day 先日

22 touch 触る

23 sword 刀、剣

24 knight 騎士

25 permission 許可

26 North Carolina ノースカロライナ州

27 prevent O from v-ing ～が・・・するのを妨げる

28 supplies （生活）必需品

29 settler 移住者、入植者

30 be curious about ～に強い好奇心がある

31 I say おや (＝Wow!)

32 back home 故郷の

33 return 帰り、帰国

34 mouth 口

35 servant 召使い、使用人

36 master 主人

37 catch fire 火がつく

38 needless 不必要な

39 needless to say 言うまでもなく

40 put out (火を）消す



L6-3 単語 意味 備考

1 merino メリノ羊

2 wool 羊毛

3 half as ～ as ２分の１の～である

3 twice as ～ as ２倍の～である

3 three times as ～ as ３倍の～である

Read 単語 意味 備考

1 kiwi キーウィ

2 hole 穴

3 emu エミュー

4 ostrich ダチョウ

5 belong to ～に属する

6 member 一員、会員、メンバー

7 damp 湿気のある、じめじめした

8 Maori マオリ人

9 bug 虫、昆虫

10 I'm afraid SV （残念ながら）～ではないかと思う

11 not a ただの１つも～でない

12 sunlight 日光

13 the earth 大地

14 be afraid of ～が怖い

15 the dark 暗がり

16 next 次に



Read 単語 意味 備考

17 warn 警告する

18 tear apart ～を引き裂く

19 feather 羽毛

20 blend in with ～に溶け込む

21 look 見ること

22 take a look at ～をちょっと見る

23 coward おくびょう者、ひきょう者

24 forever 永久に、いつまでも

25 swamp 沼地、湿地

26 lay laid laid (eggs) （卵を）産む

27 because of ～のために、～が原因で

28 sacrifice 犠牲


