
L12-1 語 意味 備考

1 jewel 宝石

2 advise one to-v （人）に～するよう忠告する

3 in advance 前もって、あらかじめ

4 advice 忠告、助言

5 booth 売店

6 tongue 舌

7 urge one to-v （人）に～するよう強く促す

L12-2 語 意味 備考

1 fort 要塞、とりで

2 put ～　to death ～を死刑にする

3 ghost 幽霊

4 You said it! まさにその通りだ！



Read 語 意味 備考

1 prince 王子

2 reign 治世、君臨する

3 manage to-v ～をなんとかやりとげる

4 Welsh ウェールズの

5 rebel 反抗する

6 minister 大臣

7 ideal 理想的な

8 upstairs 階上の

9 beside ～のそばに

10 wrap O in ・・・を～で包む

11 order 命令する

12 silence 沈黙

13 harm 害

14 do harm to ～に危害を与える （＝hurt)

15 announce 発表する

16 heir 継承者

17 the crown 王位



L12-3 語 意味 備考

1 Kensington ケンジントン（地名）

2 call 呼び出し、通話

3 give one a call （人）に電話をかける

4 Diana ダイアナ（女性名）、ダイアナ妃

5 gorgeous 豪華な

6 gown ロングドレス

1 might （mayの過去形）

Read 語 意味 備考

1 princess 王女

2 Diana Spencer ダイアナ（女性名）

3 kindergarten 幼稚園

4 from then on そのときから

5 heart 心、感情、気持ち

6 loving 愛情に満ちた

7 youth 青年時代

8 be born to ～の家庭に生まれる

9 noble 高貴な、貴族の

10 marriage 結婚

11 end in ～に終わる

12 divorce 離婚、離婚する

13 board 下宿する

14 boarding school 寄宿学校



Read 語 意味 備考

15 childhood 幼年（子供）時代

16 Charles チャールズ（男性名）

17 fiancee 婚約者（女性）

18 modern-day 現代の

19 Cinderella シンデレラ（童話の女主人公）

20 focus 焦点、中心

21 suffer ～の病気にかかる

22 reject 拒絶する

23 society 社会

24 AIDS エイズ

25 shake one's hand 握手をする

26 HIV ヒト免疫不全ウィルス

27 hug 抱擁

28 give one a hug （人）を抱きしめる

29 heaven 神、天

30 depression 憂うつ、うつ病

31 girlfriend 女友達、恋人

32 Camilla Parker Bowles （名前）



Read 語 意味 備考

33 separate 分離する、別れる

34 official 公の、公式の

35 unloved 愛されてない

36 raise お金 （お金を）集める

37 pound ポンド

38 charity 慈善、チャリティ

39 photographer 写真家、カメラマン

40 dislike 嫌う

41 photograph 写真、写真を撮る

42 landmine 地雷

43 Angola アンゴラ

44 Bosnia ボスニア

45 Dodi Fayed （名前）

46 millionaire 百万長者、大富豪

47 businessman 実業家

48 speed 違反速度で運転する

49 get away from ～から逃げる

50 crash into 衝突する

51 underground 地下の


