
L13-1 語 意味 備考

1 imperial 帝国の

2 the Imperial War Museum 帝国戦争博物館

3 a ～of mine 私の～

4 bombing 爆撃

5 video ビデオ

6 newsreel ニュース映画

7 business 務め、関係のあること

L13-2 語 意味 備考

1 future 未来、将来

2 career 職業

3 in the future 未来に

4 either ～ or・・・ ～か・・・かのどちらか

5 gentle 優しい、穏やかな

6 The trouble is 問題は～である

7 neither ～ nor・・・ ～も・・・も―でない

8 miss＋乗り物 乗り遅れる



Read 語 意味 備考

1 statistics 統計、統計学

2 tender 優しい

3 health 健康

4 role 役割

5 play a role （役割を）果たす

6 clinic 診療所、クリニック

7 Florence フィレンツェ

8 Italy イタリア

9 honeymoon 新婚旅行

10 interest 興味、関心

11 philosophy 哲学

12 Italian イタリア語

13 intelligence 知能、知性

14 energy 精力、活力

15 frustrate 挫折感を与える

16 desire 願望

17 but ～を除いて （=except）

18 proposal 申し込み、提案

19 nursing 看護

20 oppose 反対する



Read 語 意味 備考

21 decision 決定

22 consider＋O＋[to be]Ｃ ～を・・・と考える

23 proper 適切な、ふさわしい

24 educate 教育する

25 opposition 反対

26 German ドイツの

27 head 長、かしら （=leader）

28 Crimean クリミアの

29 break out 起こる、勃発する

30 The Times タイムズ紙

31 report 報告する

32 condition 状態、状況

33 field hospital 野戦病院

34 improve 改善する

35 situation 情勢、状況

36 Scutari スクタリ（地名）

37 Constantinople コンスタンチノープル（地名）

38 Istanbul イスタンブール（地名）

39 shock 衝撃を与える

39 be shocked at/by ～にショックを受ける

40 comfort 慰める



Read 語 意味 備考

41 sanitation 公衆衛生

42 die of （内的病気か老齢）で死ぬ

42 die from （外からの原因）で死ぬ

43 illness 病気

44 wound 傷

45 rate 割合

46 publish 出版する、発表する

47 battlefield 戦場

48 Crimea クリミア半島

49 bedside ベッドのそば、枕元

50 data 資料、データ、情報

51 success 成功

52 have success ～することに成功する

L13-3 語 意味 備考

1 hurry 大急ぎ

2 the Queen Mum 皇太后

3 the 比較級 SV,the 比較級 SV ～すればするほど、ますます・・・

4 The sooner,the better 早ければ早いほど良い。善は急げ。

1 The more,the merrier 多ければ多いほど楽しい



Read 語 意味 備考

1 tale 話、物語

2 parachute パラシュート

3 steel 鋼鉄

4 southwest 南西

5 suberb 郊外

6 long ～の間中

7 pour 流れ出る

8 chimney 煙突

9 blacken 黒くする

10 bounce 弾む

11 low 低い

12 ladder はしご

13 besides その上、さらに

14 instead of ～の代わりに

15 round 周りに、回って （=around）

16 wave to ～ ～に手を振る

17 climb down 降りる

18 the bottom 最下部

19 catch up with ～に追いつく

20 thrilling スリル満点の



Read 語 意味 備考

21 Susie スージー（女性名）

22 be afraid of ～ing ～が怖い

23 tie 結ぶ、つなぐ

24 string ひも

25 rib ろっ骨

26 handle 取って、柄

27 be shut 閉じている （=be closed）

28 feel like ～ing ～したいような気がする

29 so-called いわゆる

30 to tell the truth 実は、実をいうと

31 thrill ぞくぞくすること、スリル

32 impress 感銘を与える

33 drop 落ちる

34 pass out 意識を失う

35 ache 痛む

36 pain 痛み、苦痛

37 Germany ドイツ

38 jump 飛び降りること、ジャンプ


