
 

 
 

表紙 

※注：全イラスト付電子版の第４章後半 



■書名 

ゴロ V標準英単語（全イラス

ト付電子版第 4 章後半 PDF

用） 

 

■作者 

原作 Dr.K 

著作 TKOプロジェクト 



 

◆電子書籍化に当たって 
  

 以下の点が、じっさいの紙の本（＝小学館スクウェア

刊「ゴロV標準英単語」。現在も発売中。）と、この電子

書籍では異なっています。御了承ください。 

 

 なお、電子版の発行は、有限会社ネット・ファンドで

す。 

 本の内容はイラストを除き、紙の本＝ゴロ V 標準英

単語、とほぼ同じです 

 

１．1 ページ１ゴロとし、全てのゴロにイラスト等を付加

したため、総ページ数が大幅に増加しました。 

 そのため、アマゾンの電子書籍は、この「ゴロ V標準

英単語（全イラスト付電子版）」では、章別に、４巻制と

しました。 

 この PDF 版は、体験版、簡略版として、第４章の後

半を「ゴロ V 標準英単語（全イラスト付電子版）第 4 章

後半」とし、発刊しました。 

 

２．イラストは大幅に追加し、全語呂合わせに付けまし

た。 

 紙の本ではイラストの無いものが非常に多かったの

ですが、この電子書籍では、全てのゴロに、フルカラー

のイラストが付いています。 

 

３．このため、紙の本版の最終ページの目次のページ

は全く合っていません。収録語句の目録として御利用

ください。 

 

４．アマゾンの電子書籍の場合、イラスト（写真含む）

はダブルクリックすると、別ページで巨大化できます。



要するにイラストはサムネイルになっていますので、ダ

ブルクリックした後、スワイプして好みの大きさでお楽

しみください。また、フォントや文字の大きさ等もさまざ

まにお好みで変更できますので、最適に調整してくだ

さい。 

 なお、PDF版はサムネイルになっていません。 



 

◆まえがき 
 

 紙の本版の前書きと異なり、これまでの作品群は改

定されていますので、以下が 2016 年現在、正しい過

去作品です。 

 特に、KADOKAWA中経出版からの新しいVワードシ

リーズ3冊は2014年発行のものです。電子書籍もあり

ます。（イディオム版は近日発売予定）。 

 また、古文、世界史もすでに、電子書籍が発行され

ています。 

 

 原作Ｄｒ．Ｋ、著作ＴＫＯプロジェクトの過去の作品群

を紹介しましょう。 

 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・① 入試基礎レベル編＜＝旧基本編＞、 

 

・② センター試験レベル編＜＝旧必修編＞、 

 

・③ 国公立・難関私大レベル＜＝旧ゴロで覚える V

英単語 1200＞ 

 ＜↑以上 3 冊はアマゾンの電子書籍ありなので、ア

ンドロイド、アイフォン、パッド、パソコンでも読めます。

なお、カドカワ中経出版の電子書籍はアマゾン以外の

フォーマットにも多数対応しています。お好きな端末で

ご利用ください。＞、 

 

・④ 上級編（紙の本は実質的に絶版：電子書籍は上

下に分けて発売しました。） 

 

・⑤ 完結編（紙の本を発売中）、 



 

・⑥ 『同英熟 Ｖイディオム』（現在、紙の本を発売中

ですが、全面リニューアルして電子書籍を含め、2016

年 7月に発売済）。 

 ＜↑こちらも、アマゾンの電子書籍あり予定なので、

アンドロイド、アイフォン、パッド、パソコンでも読めます。

なお、カドカワ中経出版の電子書籍はアマゾン以外の

フォーマットにも多数対応を予定しています。お好きな

端末でご利用ください。＞、 

 

＊小学館スクウェア刊 

・⑦ ゴロ V入門英単語 

 ＜↑電子書籍は上下２巻制で発売中です。アマゾン

の電子書籍ありなので、アンドロイド、アイフォン、パッ

ド、パソコンでも読めます。＞ 

 

＊ブイ２ソリューション（星雲社）刊 

・⑧ ゴロ V標準英単語 

 ＜↑アマゾンの電子書籍ありなので、アンドロイド、

アイフォン、パッド、パソコンでも読めます。また、PDF

版が DLマーケットから発売中です。 

 なお、元の紙の本も電子版もイラストが圧倒的に少

なかったため、今回、章別に４巻に分けて、全イラスト

付電子版を発売しました。この本はそのうちの 4 章の

後半を PDF化したものです。＞、 

 

＊文英堂刊 

・⑨ Dr．Kの直観で覚える世界史 V用語 600 

 ＜↑アマゾンの電子書籍ありなので、アンドロイド、

アイフォン、パッド、パソコンでも読めます。また、PDF

版が DLマーケットから発売中です＞ 

 

・⑩ Dr．Kの直観で覚える日本史 V用語 600 



 ＜↑アマゾンの電子書籍ありなので、アンドロイド、

アイフォン、パッド、パソコンでも読めます。 

 なお、PDFの「体験版」を DLマーケットから無料で配

布中です。＞ 

 

＊ハローケイエンターテイメント刊、ワニの本 

・⑪ Dr．Kのゴロで覚える古文 V単語 312 

 ＜↑アマゾンの電子書籍ありなので、アンドロイド、

アイフォン、パッド、パソコンでも読めます。＞ 

 

 この本を含む、以上の作品群は、おカゲ様で爆発的

に売れています。 

 御礼申し上げます。 

 

 スマホやパッド、パソコンで読める、また、廉価なこの

電子版が、皆様のさらなるお役に立てることを切に願

っています。 

 

 なお、末尾に、紙の本の前書き等を掲載しています

のでご覧ください。



 

◆最新レベル順 
 なお、英語書籍の最新のレベル順は以下の通りで

す。 

 

＊小学館スクウェア刊 

・⑦ゴロ V 入門英単語（電子版上巻＝発売済み。ただ

し紙の書籍もあります。紙の書籍は下記の下巻と合わ

せて１冊です）） 

↓ 

＊小学館スクウェア刊 

・⑦ゴロ V入門英単語（電子版下巻。） 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・① 入試基礎レベル編＜＝旧基本編＞、 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・② センター試験レベル編＜＝旧必修編＞、 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・③ 国公立・難関私大レベル＜＝旧ゴロで覚える V

英単語 1200＞ 

↓ 

＊ブイ２ソリューション（星雲社）刊 

・⑧ ゴロ V標準英単語 

※③と⑧のレベルは混在しているので、③の前半終

了後、⑧の前半から学習しても問題ありません。 

 電子版は、 

（１）紙の本そのままを電子化した、イラストがほとんど

ついていないものと、 



（２）今回、全語呂にすべてイラストを付加し、上下二

巻に分けたものの、 

2 種類が発刊されることになりました。この本はそのう

ちの第 4章の後半の PDF版です。 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・④ 上級編 

（ただし、電子版はアマゾン対応で、カドカワ中経出版

の発行ではありません。なお、電子版は上下巻に分か

れて発売中で、この本は下巻です。イラスト以外は、

紙の本とほぼ内容は同じです） 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・⑤ 完結編 
 

 

 この本を含む、以上の作品群は、おカゲ様で爆発的

に売れています。 

 御礼申し上げます。 

 

 スマホやパッド、パソコンで読める、また、廉価なこの

電子版が、皆様のさらなるお役に立てることを切に願

っています。 

 

 なお、末尾に、紙の本の前書き等を掲載しています

のでご覧ください。



 

◆最新レベル順 
 なお、英語書籍の最新のレベル順は以下の通りで

す。 

 

＊小学館スクウェア刊 

・⑦ゴロ V 入門英単語（電子版上巻＝発売済み。ただ

し紙の書籍もあります。紙の書籍は下記の下巻と合わ

せて１冊です）） 

↓ 

＊小学館スクウェア刊 

・⑦ゴロ V入門英単語（電子版下巻。） 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・① 入試基礎レベル編＜＝旧基本編＞、 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・② センター試験レベル編＜＝旧必修編＞、 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・③ 国公立・難関私大レベル＜＝旧ゴロで覚える V

英単語 1200＞ 

↓ 

＊ブイ２ソリューション（星雲社）刊 

・⑧ ゴロ V標準英単語 

※③と⑧のレベルは混在しているので、③の前半終

了後、⑧の前半から学習しても問題ありません。 

 電子版は、 

（１）紙の本そのままを電子化した、イラストがほとんど

ついていないものと、 



（２）今回、全語呂にすべてイラストを付加し、各章別に

４巻に分けたものの、 

2 種類が発刊されることになりました。この本はそのう

ちの第 4章相当分の巻です。 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・④ 上級編 

（ただし、電子版はアマゾン対応で、カドカワ中経出版

の発行ではありません。なお、電子版は上下巻に分か

れて発売中で、この本は下巻です。イラスト以外は、

紙の本とほぼ内容は同じです） 

↓ 

＊KADOKAWA中経出版刊 

・『ゴロ合わせ合格英単Ｖワード』シリーズ。 

・⑤ 完結編 
 

 



 

●第４章後半 



「 statistical ぁ、 統計的な  

生存率推測 

 

■「巣立（すた）ち数値」から、統計的

な生存率推測 
 

 
●statistical  統計的な （みんな、無事に大人になる

のよ！） 
 

❐[スタティ スティカルstətístikl]♪ 

☛あらゆる動物の巣立てる数＝巣立（た）ち数値をまず観

察します。で、成長して大人になれた数も測って、統計的

な生存率を推測します。どの動物も驚くほど低いです。人

間で良かった。 

 

❐statistical 《形》 統計的な,統計の,統計にもとづく 

 

❐statistics 《名》 統計資料,統計(学)/統計値,統計デ

ータ 



「『 possibly 返事」に どうしても

[諦めきれ](ない) 

 

■「『ポッ！』、渋り返事」にどうして

も諦（あきら）めきれない 
 

 
 

❐[ポ ッシブリpɔ́ssəbli]♪ 

☛「好きなんだ！付き合ってくれ」との申し込みに彼女は

「ポッ」と真っ赤になるだけで、「でも…」とかの「渋り返事」

しかくれない。そんなんじゃ、どうしても諦めきれない！ど

うしても…ない！ 

 

❐possibly 《副》 [cannot possibly 動詞],どうしても…(で

き)ない/[文全体を修飾,または疑問文]もしかすると,ひょ

っとすると 



due 億は、 当然支払われ

るべきで … 

 

■10億は、当然支払われるべきで

… 
 

 
 

❐[デュー djúː]♪ 

☛私、安い女じゃないのよ。別れるなら慰謝料が必要なの

よ。イブラヒモビッチ夫人なら1兆円、私10億円でも安い

わ。 

 

❐due 《形》 当然支払われるべきで,満期の/…する予定

である,することになっている/到着する予定で/正当な,当

然の/のせいで,に帰すべきで/十分な 

 

❐due 《名》 当然支払われるべきもの,会費,税/締切,支

払期日,満期日 

❐due 《副》 （方角・方向が）ちょうど,まさしく 



merge らせようと 溶け合わ

せる 

 

■混じらせようと溶け合わせる 
 

 
 

❐[マ ージmə́ːʤ]♪ 

☛カフェオレからミルクセーキまで、よーく牛乳を混じらせ

ようと温めて、かき混ぜて溶け合わせるのです。 

 

❐merge 《他》 溶け合わせる/合併させる/溶け込ませる 

 

❐merge 《自》 合併[結合]する,同化吸収する/溶け込む

/溶け合う/結婚する 



designate 曲がったままだが、 

任命する 

 

■で、字、グネッと曲がったままだ

が、任命する 
 

 
 

❐[デ ジグネイトdézignèit]♪ 

☛「ワシが後任者を任命するのじゃ。辞令の文字もワシが

書いて字がグネッと曲がったままだが、それでいいのじ

ゃ！」 

 

❐designate 《他》 を任命[指名][選定]する/を示す/(～

A B)AをBと呼ぶ 

 

❐designate 《形》 指名[選挙]された(が未就任の) 

❐designation 《名》 指名,任命/名称,称号 



dissolve 分を通し、 溶ける 

砂金取り出す 

 

■地（じ）、ザル部分（ぶぶん）を通し、溶

ける砂金（さきん）取り出す 
 

 
 

❐[ディザ ルブdizɑ ́lv]♪ 

☛地面に溶け込んだ貴金属、宝石、砂金などは、ザルで

ふるいにかけてザル部分に残った結晶を取り出します。 

 

❐dissolve 《自》 溶ける,溶解する/薄れていく,薄れて…

になる 

 

❐dissolve 《他》 溶かす/分解する/解消する/解散する

/消滅させる 

❐dissolution 《名》 解散/分解,分離,融解,溶解 



stem ぃで 流れを止める 

 

■捨て身で流れを止める 
 

 
 

❐[ステ ムstém]♪ 

☛時代の流れも戦局も、で、大洪水も濁流も映画化。窮

鼠猫を咬むからヒーローものまで。 

 

❐stem 《他》 の流れを止める,に抵抗する,を食い止める,

抑制[阻止]する 

 

❐stem 《名》 (植物)茎,柄/幹/細長い部分/(人間の)脚

/(文法)語幹 

❐stem 《自》 (from～)～から生じる,始まる,起因する/の

流れが止まる 



refer ならカウンセラー に差し

向ける のは！ 

 

■利（り）！不和（ふわ）ならカウンセラ

ーに差し向けるのは！ 
 

 
 

❐[リファー rifə́ː(r)]♪ 

☛夫婦の間が不仲、不和なら、すぐ離婚する前に、カウン

セラーのもとにダメもとで差し向けて相談させると、十分利

益があるかも。 

 

❐refer 《他》 に差し向ける,照会[参照]させる/(問題等)

を(人等)に委託する,付託する/に帰する,を～のせいにす

る 

 

❐refer 《自》 に言及する/を参照する/に適用される

/[＋to＋as補]（と）呼ぶ 

❐referable 《形》 帰することができる,せいにできる. 



acquaint う に精通する 

悪へ！、堕落 

 

■悪へ！、淫蕩（いんとう）に精通する

悪へ！、堕落 
 

 
 

❐[アクエ イントəkwéint]♪ 

☛淫蕩を極め、不貞・密通・不義・乱交に精通する「悪」へ

と堕落する。堕ちていく甘美で猥褻な快楽の誘惑には抗

し難い。 

 

❐acquaint 《他》 (～oneselfで)精通する,よく知る/知ら

せる,熟知させる 

 

❐acquaintance 《名》 知っていること,知識/知り合い,知

人,面識 



supersede ぁいにデパート に取

って代わる 

 

■スーパー、次第にデパートに取っ

て代わる 
 

 
 

❐[スーパーシー ドsùːpə(r)síːd]♪ 

☛今でこそ、総合スーパーは停滞してるが、開店当初は

どこも周辺の百貨店・デパートに取って代わる勢いだった

のだ！ 

 

❐supersede 《他》 に取って代わる,の座を奪う,後任とな

る/を取り替える 



notwithstanding  にもかかわ

らず 大歓迎! 
 

■能登（のと）、伊豆（いず）…。スタンデ

ィングにもかかわらず大歓迎！ 
 

 
 

❐[ノトウィズスタ ンディングnɑ ̀twiðstǽndiŋ]♪ 

☛能登半島や伊豆半島など半島の先々では、ライブ会場

は座席も無くスタンディング、つまり立ち見だった。だがコ

ンサートは、熱狂的に歓迎され成功した。 

 

❐notwithstanding 《前》 にもかかわらず 《副》 それに

もかかわらず,やはり 



relish しい顔で,「 風味 良い!」と おい

しく食べる 息子 

 

■凛々（りり）しい顔で、「風味良い！」

とおいしく食べる息子 
 

 
 

❐[レ リッシュréliʃ]♪ 

☛ウチの息子に恋してる母です。凛々（りり）しいお顔で、

「ママ、風味いいね！」などと手料理をおいしく食べる息

子を見るたびに、「この子に嫁はいらん」と思います。 

 

❐relish 《他》 を楽しむ,享受する/好む/味わう,おいしく

食べる 

❐relish 《名》 風味,好み,持ち味/楽しむ[味わう]こと/付

け合わせ,薬味 



「 expiration された大統領の 

任期満了 日 

 

■「Ｘ日（ぴ）」＝冷笑された大統領の

任期満了日 
 

 
 

❐[エクスピレ イションèkspəréiʃn]♪ 

☛Xday。日本語で「X（エックス）日（ぴ）」？冷笑された無

能な大統領にも、いつかは任期満了の日が来る。それま

での辛抱だ、フーバー、ジョンソン、カーター各大統領。 

 

❐expiration 《名》 (任期,契約などの)終了,満了,満期/

期限切れ/息を吐くこと,呼気 

 

❐expire 《自》 有効期限が切れる,満了[終了,失効]する,

満期になる/賞味期限が過ぎる/息を吐く/息を引き取る 

❐expire 《他》 (息を)吐き出す 



assignment 向かってもらってくる

のが 任務 ね！ 
 

■あぁサイン、面と向かってもらっ

てくるのが任務ね！ 
 

 
 

❐[アサ インメントəsáinmənt]♪ 

☛仕事は詰めが大事。君に割り当てられた任務は、契約

書にサインをもらってくること。面と向かって納得させるん

だ！ 

 

❐assignment 《名》 任務,任命,職務/割り当て/割当仕

事/宿題/譲渡/配置 

 

❐assign 《他》 を割り当てる/指定する/任命[配属]する

/を譲渡する/を…のせいにする,帰する 



「 sprain だ！ 捻挫 にも！」 

 

■「スプレーいいんだ！捻挫（ねんざ）

にも！」 
 

 
 

❐[スプレ インspréin]♪ 

☛打撲や捻挫（関節を挫き、靭帯を痛める）は炎症で腫れ

たりする。そんな時には冷却スプレーを使うといいんだ

ぜ。 

 

❐sprain 《名》 捻挫(ねんざ)/を捻挫する,くじく 



「 tumble ブル震えて のたう

ち回る 

 

■「痰（たん）！」、ブルブル震えての

たうち回る 
 

 
 

❐[タ ンブルtʌ́mbl]♪ 

☛痰が止まらず、「結核？肺癌？」と思うと、怖さと寒気で

ブルブル震えが止まらない。恐怖に、のたうち回りながら、

「タバコやめとけば…、あれもしとけばよかった」と後悔。 

 

❐tumble 《自》 転び回る,のたうち回る/転ぶ,転倒する,

つまずく/宙返りする/暴落[崩壊,急落]する,経済が失速

する 

 

❐tumble 《名》 転倒,転落,落下/宙返り,でんぐり返し/

崩壊,混乱/(株価,価格の)暴落  《他》 倒す,ひっくり返

す/投げ散らす 



「 subsidiary 、 雇い兵に

なった 人は？」 

 

■「さぁ武士であり、雇い兵になった

人は？」 
 

 
 

❐[サブシ ディアリsəbsídièri]♪ 

☛クイズの答えは、柳生一族？宮本武蔵？佐々木小次

郎？平家？源氏？ 

 

❐subsidiary 《形》 雇い兵になった/従属する,付随する

/補助の/助成金の,支援する 

 

❐subsidiary 《名》 補助/子会社,関連子会社 



「 publication ！」と 発

表 ！ 

 

■「パーぶり継承！」と発表！ 
 

 
 

❐[パブリケ イションpʌ̀blikéiʃn]♪ 

☛Vシリーズは次々と新作が出版されるが、次作もあのす

ばらしい「パー」ぶりは継承されてる。堂々の出版発表で

ある。 

 

❐publication 《名》 公表,発表,公開,公布/出版,刊行,

発行,出版物 

 

❐publicity 《名》 宣伝,広告,評判,公表,広報,周知,公

開 



abdomen と 腹 を狙う 

 

■あぁ武道、面と腹を狙う 
 

 
 

❐[ア ブドーメンǽbdəmən]♪ 

☛武道と言えば剣道。｢面！」と頭を叩くか、「胴！」と腹を

打ち抜けるのが花。ボクシングも顔とボディーを狙うけど

ね。 

 

❐abdomen 《名》 腹,腹部 



「 defiance ！」と 反抗的な

態度 

 

■「で、廃案（はいあん）す！」と反抗的

な態度 
 

 
 

❐[デファ イアンスdifáiəns]♪ 

☛長く自民党一党支配が続いた日本は、与党内の政府

への反抗的な態度は当たり前。反対派閥は既得権を侵さ

れそうな法案には、同じ党なのに廃案が確定するまで反

抗的な態度を取り続ける。 

 

❐defiance 《名》 反抗的[挑戦的]な態度,反逆,抵抗,挑

戦/軽蔑,公然の無視 

 

❐defiant 《形》 反抗[挑戦]的な,ごう慢な,開き直った 

❐defy 《他》 反抗する,逆らう,ものともしない,無視する/

してみろと挑む,食ってかかる/(物事が～を)拒む,許さな

い,否定する 



reflex ぇつと 反射 学ぶ 

 

■理（り）、触（ふ）れ、屈折と反射学ぶ 
 

 
 

❐[リー フレックスríːfleks]♪ 

☛物理の理論に触れて、光や電波の屈折と反射を学びま

した。そこでついでに、何億光年離れていても瞬時に影

響を及ぼしあう、不思議な素粒子の世界について学びま

した。 

 

❐reflex 《名》 (光などの)反射(作用)/反射神経/映像,影 

 

❐reflex 《形》 反射(作用)の,反射性の/内省的な 

❐reflection 《名》 反射,反響,反映/映像/熟考,反省/意

見/咎め立て



objection し、 反対意見 

 

■オブジェ、苦笑し、反対意見 
 

 
 

❐[オブジェ クションəbʤékʃn]♪ 

☛現代芸術は賛否両論。芸術家Ｄｒ．Ｋのオブジェ(=幻想

的・象徴的な効果を出すため、絵画・彫刻等に用いる

様々な物体や作品)を見て、「あの形はないだろう」と苦笑

し、次々と反対意見が…。 

 

❐objection 《名》 反対(意見),異議,いや気/反対理由. 

 

❐object 《自》 反対する,抗議する/いやがる 《他》 と言

って反対する 



「 withdrawal 商品は 引っ

込めること で!」 

 

■「居（い）ず！泥（どろ）ある商品は引

っ込めることで！」 
 

 
 

❐[ウィズドロー アルwiðdrɔ́ːəl]♪ 

☛野菜や貝など、泥がくっついてると売れない。で、泥あ

る商品は引っ込めることで、ここには居ません！ 

 

❐withdrawal 《名》 引っ込めること/撤退,撤兵/退出,

脱退/引き出すこと,払い戻し/回収/撤回 



slash 、 斜線 付け、 予算を

削減する 

 

■スラッシュ、斜線付け、予算を削

減する 
 

 
 

❐[スラ ッシュslǽʃ]♪ 

☛スラッシュとは斜線のこと（ネットアドレスでお馴染み）。

会社や国、自治体の予算をぶった切りまくるには、原案の

項目や数値に次々と斜線を付けて、相手に突き返すに限

る！ 

 

❐slash 《名》 スラッシュ,斜線/スッと切りつけ,切り傷/ 

(予算などの)切りつめ,削減/洋服の切り込み/同性愛物,

やおい/放尿 

❐slash 《他》 をスッと切る,かき切る,深く切る/(予算,値

段などを)大幅に削減する/に大きな改訂を加える/かき分

けて進む/同性に魅かれる 



shriek と、 悲鳴 が！ 

 

■修理行くと、悲鳴が！ 
 

 
 

❐[シュリー クʃríːk]♪ 

☛水周りがおかしいという依頼で修理に行ったら、家の人

たちのキャーキャー言う悲鳴が！トイレがあふれ放題？ 

 

❐shriek 《名》 悲鳴/甲高い声,金切り声 

 

❐shriek 《自》 キャッ[キャー]と叫ぶ,金切り声を出す/悲

鳴を上げる



metaphor から見るのが「 比

喩 」！ 

 

■目、他方（たほう）から見るのが「比

喩（ひゆ）」！ 
 

 
 

❐[メ タフォーmétəfɔ̀ː]♪ 

☛比喩とは、ある物事等を、まったく別の観点・世界から

見て例えることである。それでわかりにくいことも分かった

ような気にさせるのである。 

 

❐metaphor 《名》 比喩(的表現),隠喩,メタファー,暗に

指す言葉,たとえ 

 

❐metaphorical 《形》 比ゆ的な,隠喩の 



「 glacier ベット」みたいな 氷

河 

 

■「グレーシャーベット」みたいな氷

河 
 

 
 

❐[グレ イシャーgléiʃə(r)]♪ 

☛北欧に行って氷河を眺めた。所々、灰色の岩も顔をの

ぞかせてるし、全体的にも灰色っぽい。氷河って、なんだ

か灰色・グレーの山盛りのシャーベットみたいだ、夏に食

べたらおいしそうって思った。 

 

❐glacier 《名》 氷河 



ailment 向かっての 病気 の

告知 

 

■絵（え）要（い）る、面と向かっての病

気の告知 
 

 
 

❐[エー イルメントéilmənt]♪ 

☛「ですから、この肺の部分と肝臓の部分に既に転移して

ますが、こことここを切ってこうつなぐ手術をすれば助かる

かもしれません。この人体の絵で言うとこことここを…」。 

 

❐ailment 《名》 (軽い)病気,不快 

 

❐ail 《自》 (病気を)患う 《他》 苦しめる,悩ます,の弊害と

なる 



spare 女 なしですます ことにして, 

苦悩を免れさせる 

 

■スペア女なしですますことにして、

苦悩を免れさせる 
 

 
 

❐[スペ アspéə(r)]♪ 

☛予備の女やキープの男は無しで済ますことにすれば、

そういう立場の人たちは、２号３号の苦悩は免れることに

なるが、同時にいつか本命になるチャンスも失う。 

 

❐spare 《他》 をなしですます/を見逃す,を勘弁する,(苦

痛･苦悩･苦労)を免れさせる,容赦する,許す/を使わない,

取っておく,(出し)惜しむ/(金･時間などを)さく,与える/助

命する,救う,に危害を加えない,助ける/分け与える,貸す 



「 invalid ぇは 病弱な 人は

居ん！」 

 

■「居（い）ん！バリでは病弱な人は

居（い）ん！」 
 

 

●invalid   病弱な 

 

❐[イ ンバリッドínvələd]♪ 

☛常夏の楽園、南の島のインドネシア・バリ島では病弱な

人は居（い）ん！いないんじゃ！。みんなよく焼けて元気

溌剌なんじゃ！お前の言ってることはつまらん！（大滝秀

治郎風に）。 

 

❐invalid 《形》 病弱な,病人用の,病身で 

 

❐invalid 《名》 病弱な人,病人,傷病兵 《他》 を病気に

罹らせる,病人にする 

❐invalid 《形》 無効な,(法的)効力のない,正しくない

/(議論等に)根拠のない 



vacant もに 放心した 奇襲 

 

■米韓（べいかん）共に放心した奇襲 
 

 

●vacant 放心した （釜山から反攻だ！） 

 

❐[ベ イカントvéikənt]♪ 

☛朝鮮戦争の突然の開戦・北朝鮮軍の奇襲に、米軍・韓

国軍共になすすべなく、うつろな目に放心した状態。釜

山まで追い詰められてやっと目が醒めた。 

 

❐vacant 《形》 放心した,ぼんやりした,空虚な,無気力の,

うつろな/空いている,空(から)の/暇な/空席[空位,欠員]

の 

 

❐vacancy 《名》 から,空き,空間,空き地[家],欠員,すき

間/空虚,放心(状態) 



overtake 凄くて 不意に襲

う 快感の話！ 

 

■オーバー！？テク凄くて不意に

襲う快感の話！ 
 

 
 

❐[オーバーテ イクòuvə(r)téik]♪ 

☛また彼女の自慢話が始まる。「彼ったらテクが凄いの！

愛撫されていると不意に物凄い快感が突き上げてくる

の！」。ちょっとオーバーなんじゃない？ 

 

❐overtake 《他》 突然起こる,不意に襲う/に追いつく/を

追い越す,上回る/  

 

❐overtake 《自》 追い越しをする 



endemic ぁで流行る 風土病 

 

■縁（えん）で三日（みっか）で流行（はや）る

風土病 
 

 
 

❐[エンデ ミックendémik]♪ 

☛地方の風土病はその土地の人々に、縁・付き合いでの

食事や虫刺されなどで、同時にあっという間に三日で流

行ります。同じ食べ物を一緒に食べた人たちに流行る各

種の吸虫病、同じところで虫に刺されて罹るマラリア、リー

シュマニアなど。 

 

❐endemic 《名》 風土病,地方病 《形》 ある地方特有の,

風土性の 



revolt 、客を 不快にさせる 

 

■利、ぼると、客を不快にさせる 
 

 
 

❐[リボ ルトrivóult]♪ 

☛ボッタクリが酷くて、利益を「ぼる」と、さすがにお客さん

を不快にさせて、二度と来てもらえなくなります。何事も適

正価格で。 

 

❐revolt 《他》 不快にさせる,むかつかせる,吐き気を催

させる 

 

❐revolt 《名》 反乱,反抗,反発/不快(感),むかつき 

❐revolt 《自》 反抗[反逆]する,反乱[暴動]を起こす/不

快に感じる,むかつく 



embrace ることも 含む 

 

■医務（いむ）。無礼（ぶれい）する

ことも含む 
 

 
 

❐[インブレ イスimbréis]♪ 

☛医務においては、医務関係者は時には下着をとったり、

体をいじくり回したり、ある意味「無礼する」ことも含みま

す。 

 

❐embrace 《他》 含む,包含する/を抱きしめる/取り入れ

る,囲む,取り巻く/(考え,申し出などに)[喜んで]応じる,快

諾する/(思想などを)受け入れる 

 

❐embrace 《名》 抱擁,セックス/取り囲むこと,包囲/受諾,

承認,容認 



indignity 曲がるとは 侮辱 

 

■印字（いんじ）、グネッて曲がるとは

侮辱 
 

 
 

❐[インディ グネッティindígnəti]♪ 

☛年賀状や賞状、感謝状などの宛名や内容は印刷でも

仕方が無い。でもその文字の印字がグネッて曲がってる

不良品だったら、そりゃ侮辱だよ。 

 

❐indignity 《名》 侮辱,軽蔑/冷遇 



「 realtor 、 不動産業者 

 

■「利ある！！」とは、不動産業者 
 

 
 

❐[リ アルタríəltə]♪ 

☛バブル経済絶頂期。不動産業者は軒並み、「不動産業

には利益がある！私も資産何兆円もある」などと威勢のい

いことをほざいていた。 

 

❐realtor 《名》 不動産業者 



smother の乳房が夫の 不満

を抑え込む 

 

■吸うマザーの乳房（ちぶさ）が夫の

不満を抑え込む 
 

 
 

❐[スマ ザーsmʌ́ðə(r)]♪ 

☛男なんて所詮マザコンよ。昼間は妻の私への不満だら

けでも、夜の生活ではすっかり甘えちゃってもう骨抜きよ。

で、朝にはその不満もすっかり忘れちゃって…。 

 

❐smother 《他》 (不満･反対)を抑え込む,もみ消す/を

すっかり覆う,包む/こってり塗る/を息苦しくさせる,を窒息

させる/を蒸し焼きにする 

 

❐smother 《名》 濃霧,濃い煙 《自》 息が詰まる,窒息

死する/もみ消される 



「 helpless ぇいで 無力な 俺 

 

■「ヘルプ！」、劣勢で無力な俺 
 

 
 

❐[ヘ ルプレスhélpləs]♪ 

☛いつも弱くて劣勢。もともと無力なんだから、もう他人の

助けを求めるしかない。「ヘルプ！助けて！」。 

 

❐helpless 《形》 無力な,無能な,頼りない,役に立たない

/自分ではどうすることもできない/助けを得られない/当

惑した,困っている 

 

❐helplessly 《副》 どうしようもなく,頼るものもなく/どうす

ることもできず,頼るものもなく,力なく 



predator ！ 捕食者 ！」 

 

■プレー、「出たぁ！捕食者！」 
 

 
 

❐[プレ デターprédətə(r)]♪ 

☛テレビゲームのプレー中に、お約束のボス登場！「出た

ぁ！人間を捕食する化け物だ！」。映画にもなってるし

…。 

 

❐predator 《名》 捕食者,捕食動物,肉食動物/略奪者,

人を食い物にする奴 

 

❐predatory 《形》 捕食性の/(利益,強姦目的)他人を食

い物に[略奪]する 



rash が嫌で 発疹 が！ 

 

■ラッシュが嫌で発疹（はっしん）が！ 
 

 
 

❐[ラ ッシュrǽʃ]♪ 

☛ラッシュ（=rush)アワーの満員電車が嫌で、サラリーマン

辞めて理Ⅲに入り直した友人がいる（ある意味すごい）。

嫌で蕁麻疹、発疹が出たとか。 

 

❐rash 《名》 発疹,吹き出物,あせも/急な連続出現[発

生] 

 

❐rash 《形》 向こう見ずの,分別のない/軽率な 

❐rashly 《副》 向こう見ずに/軽率に,性急に 



「 presently っ派なのが まも

なく 着くわよ！」 

 

■「プレゼント、立派なのがまもなく

着くわよ！」 
 

 
 

❐[プレ ゼントリprézəntli]♪ 

☛愛するダーリン、楽しみにしてね。プレゼント、立派なの

がまもなくあなたの家に着くわよ。車？時計？お楽しみ

に！ 

 

❐presently 《副》 まもなく,ほどなく/現在,今 

 

❐present 《形》 出席している/現在の,当面の/忘れられ

ない 

❐present 《他》 を贈る/を示す/生じる/を紹介する/を

上演する/を提出する 



mean の、 みすぼらしい 

家々 

 

■民の、みすぼらしい家々 
 

 
 

❐[ミー ンmíːn]♪ 

☛独裁国家、全体主義国家の風景。民より官。 

 

❐mean 《形》 みすぼらしい/けちな,物惜しみする/卑怯

な,卑劣な,意地悪な/中間の,普通の,平均の,並みの 

 

❐mean 《他》 意味する,を指す/重要性を持つ,大事で

ある,大切である/[to]するつもりである/本気で思う,本気

である 

❐means 《名》 手段,方法/装置/財産,資力 



affinity かいほど燃える、 密

接な関係 

 

■あぁ火に近いほど燃える、密接

な関係 
 

 
●affinity 密接な関係 （子供はよけい…） 

 

❐[アフィ ニティəfínəti]♪ 

☛ボクと彼女のベッタリ密接な関係は、例えるならばもう火

に近いほど燃え上がってアツアツなのさ。 

 

❐affinity 《名》 密接な関係,類似点/強い好み,親近感,

相性/姻戚関係,姻戚 



vigilant う避けようと 用心深

い 

 

■美人、乱闘避けようと用心深い 
 

 
●vigilant 用心深い （乱暴は嫌いどす） 

 

❐[ビ ジラントvíʤələnt]♪ 

☛お願い！ファンの皆さん、私を好きな皆さん！私のため

に喧嘩はやめて！乱闘は他の人への迷惑になるから！

（美人は乱闘避けようといつも油断無いよう大変なのよ

…）。 

 

❐vigilant 《形》 警戒した,用心深い,油断ない 

 

❐vigil 《名》 徹夜/(看病・見張り)不寝番,警戒,用心/(祭

前)徹夜の祈り,通夜 

❐vigilance 《名》 警戒,用心/不寝番,不眠症 



intact 分かり、 無傷の 天皇

救出 

 

■院宅（いんたく）と分かり、無傷の天

皇救出 
 

 
 

❐[インタ クトintǽkt]♪ 

☛平家・源氏から戦国武将まで、天皇を確保したほうが官

軍である。行方不明の天皇が、父の○○院宅にいると分

かった。無傷のまま確保できれば後は勅令を書かせるだ

け。 

 

❐intact 《形》 損なわれてない,無傷の,傷がない,原型を

保って



「 creepy ッ』」連発され、 身の

毛がよだつ 

 

■「クリ『ピーッ』」連発され、身の毛

がよだつ 
 

 
 

❐[クリー ピーkríːpi]♪ 

☛クリ○○○なんて単語を、セクハラで連発するオヤジに

はほんと身の毛がよだつ気分だわ。クリのあとの3文字は

放送禁止用語なので「ピーッ」っと効果音を入れてありま

す。「淫書く」のはＮＧ！ 

 

❐creepy 《形》 身の毛がよだつ,ぞっとするような,虫ずが

走る,気味悪い 

 

❐creep 《自》 はう/忍び寄る/(時)徐々に過ぎる/(ツタが)

はう/へつらう 

❐creep 《名》 はうこと,徐行/(人にとり入る)嫌な[気味悪

い]奴 



tender ! 敏感な , もろい 彼女の 

柔かい 部分! 
 

■点だ！敏感な、もろい彼女の柔

かい部分！ 
 

 
 

❐[テ ンダーténdə(r)]♪ 

☛敏感な彼女はこの丸くて柔らかいポイント、点を優しく

攻めれば一挙にヘナヘナともろく崩れてしまうのだ！そ

れは上？下？ 

 

❐tender 《形》 感じやすい,敏感な/もろい,虚弱な/柔ら

かい,楽にかめる/若い,未熟な/優しい,親切な/心配する,

気遣う/扱いにくい,面倒な/触ると痛い 



prevail で隠す よう説き伏

せる 

 

■プレー、ベールで隠すよう説き伏

せる 
 

 
 

❐[プリベ イルprivéil]♪ 

☛○○や××などのプレーを人前で大っぴらにせず、ベ

ールで隠すよう説き伏せる。街の風紀を守るのも大変で

ある。 

 

❐prevail 《自》 するよう説き伏せる/に勝つ/普及[流行]

している,優勢である 

 

❐prevailing 《形》 広く行なわれている,普及した,流行

の/優勢な. 

❐prevalent 《形》 広く行き渡っている,普及[流行]して

いる. 



「 scrutinize ぉう事件」を 綿

密に調べる 

 

■「スクール、血・内臓事件」を綿密

に調べる 
 

 
 

❐[スクルー ティナイズskrúːtənàiz]♪ 

☛学校を襲った、生徒連続無差別殺人による「血・内臓ぶ

ちまけ」事件を、警察の威信をかけて綿密に調べる。 

 

❐scrutinize 《他》 徹底的に［綿密に/丹念に］調べる

［検査する］/じろじろ見つめる 

 

❐scrutiny 《名》 綿密な調査,吟味,綿密さ/じろじろ見る

こと 



aloof う婦の よそよそし

い 関係 

 

■ある夫婦のよそよそしい関係 
 

 
 

❐[アルー フəlúːf]♪ 

☛夫婦の33％は離婚し、33％はよそよそしい、いわゆる家

庭内別居であるとの調査があります。 

 

❐aloof 《形》 うち解けない,よそよそしい/高飛車な,超然

とした/遠く離れて,隔たって 

 

❐aloof 《副》 (遠く)離れて,遠ざかって 



「 comprehension ！」と 理

解 

 

■「咬むプレー、変っしょ！」と理解 
 

 
 

❐[カンプリヘ ンションkɑ ̀mprihénʃn]♪ 

☛エッチのときいつも咬まれていたんですが、やっと「咬

むプレーって変っしょ」と理解しました。男の人の経験が

無く、分からなかったんです。 

 

❐comprehension 《名》 理解,理解力/包含,内包力 

 

❐comprehensive 《形》 包括的な,広い範囲の/総合的

な/理解力のある 

❐comprehend 《他》 を理解する/を包含する,含む 



credit してるから 履修の単

位  を！ 

 

■くれ！じっとしてるから履修の単

位を！ 
 

 
 

❐[クレ ジットkrédit]♪ 

☛くれないと教室で、じっとはしてないぞ！暴れるぞ！（君

たちはそんな大学生にならないように）。 

 

❐credit 《名》 (大学などの)履修の単位,履修証明/評判,

名誉,功績/著作権表示/クレジット,信用販売/預金/信用,

信頼 

 

❐credit 《他》 を信用する,信じる/のおかげだと思う,に

帰する 



propriety 、 礼儀 正しくお礼 

 

■プロ、プラ得（え）て、礼儀正しくお

礼 
 

 

 

❐[プロプラ イエティprəpráiəti]♪ 

☛模型作りのプロ、ある幻のプラモデルをマニアから得る

ことが出来た。で、礼儀正しくお礼。ガンダムか？戦車な

の？ 

 

❐propriety 《名》 礼儀(正しさ),礼節/上品,端正/妥当,

適当,正当性 



「 recite で稼ぐ法」を 列挙す

る 

 

■「利、サイトで稼ぐ法」を列挙する 
 

 
 

❐[リサ イトrisáit]♪ 

☛「毎日、更新」「写真をふんだんに使用」「懸賞をつけ

る」「メルマガを作る」など、インターネット上のサイトで稼ぐ

にはまずリピーターを作らないと。 

 

❐recite 《他》 列挙する/暗唱[復唱,朗読]する/物語る,

詳細に話す/  

 

❐recital 《名》 リサイタル,朗読,独奏[独演,独唱]会/詳

説,詳細な話/列挙,備考/暗唱,朗読 



explicit り肌」の、 露骨な Ａ

Ｖ 
 

■イカす「プリッ、しっとり肌」の、露

骨なAV 
 

 
 

❐[イクスプリ シットiksplísit]♪ 

☛ＡＶ嬢○○の、イカしたプリプリッとしてかつ、しっとりとし

たお肌が好きなんです。で、ＡＶも露骨でもっと好きなん

です。 

 

❐explicit 《形》 あからさまの,露骨な,腹蔵のない/明快

な,明白な,明確な,はっきりとした,明示的な 

 

❐explicitly 《副》 はっきりと,明白に,きちんと,明示的に 



defy り を拒む 

 

■出入（ではい）りを拒む 
 

 
 

❐[デファ イリdifái]♪ 

☛出入りは拒否させていただく。臭いから。 

 

❐defy 《他》 (物事が～を)拒む,許さない,否定する/反

抗する,逆らう,ものともしない,無視する/してみろと挑む,

食ってかかる 



pardon 臭くても 許す 

 

■パー、鈍臭（どんくさ）くても許す 
 

 
 

❐[パー ドンpɑ ́ː(r)dn]♪ 

☛パーな奴は、のろまで鈍臭（どんくさ）くてしょうがない。

でも許す以外に何が出来ると言うんだ！ 

 

❐pardon 《他》 許す,赦免する,放免する 

 

❐pardon 《名》 寛容,許し/恩赦,大赦 

❐pardon 《間》 何とおっしゃいましたか？(聞き取れなか

ったとき) 



「 exasperate うレモン』が人

を 激怒させる 

 

■「エグッ！」…。『ザ・酸っぺぇ冷

凍レモン』が人を激怒させる 
 

 
 

❐[エグザ スペレイトegzǽspərèit]♪ 

☛あまりに暑くて、コンビニで「ザ・酸っぺぇ冷凍レモン」っ

ていう氷菓を買ったんですよ。そしたらこれがエグイ酸っ

ぱさでもう怒り心頭でしたよ！ 

 

❐exasperate 《他》 を激怒[憤慨]させる,イライラさせる 



plague ぁ彼女を 悩ませる 

 

■プレイが彼女を悩ませる 
 

 
 

❐[プレ イグpléig]♪ 

☛だって、彼は筋金入りの変態さん！あんなプレイやこん

なプレイまで強要されて、もう私、限界！！ 

 

❐plague 《他》 悩ませる,苦しめる/疫病にかからせる 

 

❐plague 《名》 疫病,伝染病,ペスト/異常発生/厄介な

人,悩みの種 



administration する 管

理 ・ 経営側 と 政府 が禁止 

（法）執行 
 

■あぁドミニスト、冷笑する管理・経営

側と政府が禁止法執行 
 

 
 

❐[アドミニストレ イションədmìnistréiʃn]♪ 

☛ビビる労働側、野党側、処罰が怖くて本格的なゼネスト

ができず、超短時間のミニストライキしかうてない。足元見

て、管理者、経営側、政府は冷笑し、ミニストライキさえ禁

止する法律を執行する。 

 

❐administration 《名》 運営,管理,監督/経営側,管理

側/行政/政府/(法,式典の)施行,執行/投薬 



notable  有名な 映画 

 

■脳食べる有名な映画 
 

 
 

❐[ノ ウタブルnóutəbl]♪ 

☛博士のあの有名な、注目に値する映画です。自分の脳

をスライスして鉄板焼きにして食べさせられるシーン。ゾク

ゾク。 

 

❐notable 《形》注目に値する,注目すべき/著名な,有名

な/顕著な,著しい《名》著名人,有名人/名士 



molecule  分子 

 

■漏（も）れ来（く）る分子 
 

 
 

❐[モ レキュールmɔ́ləkjùːl]♪ 

☛漏れ来る分子を限定することによって、生理的に有効

な透過膜を人工的に作れる。人工腎臓、人工透析、様々

に応用できる。 

 

❐molecule 《名》 分子/微粒子,微分子/微量 



missing ぁ 行方不明の 工

場 

 

■ミシンが行方不明の工場 
 

 
 

❐[ミ シングmísiŋ]♪ 

☛海外の安い労働を求め、繊維産業は某途上国に工場

移転。が、治安・士気の問題で高価なミシンが続々と盗ま

れ行方不明に。 

 

❐missing 《形》 紛失した,欠けている,見当たらない,行

方不明の,欠落した 

 

❐miss 《他》 がいなくて寂しく思う,が恋しい/しそこなう/

を危うく免れる,避ける,(鉄砲の弾が)外れる/逃す,見逃す,

聞き漏らす/を欠席する/に乗り遅れる 



「 penetrate 真実を 見抜く 

編集長 

 

■「ペンね、取れ！｣と真実を見抜く

編集長 
 

 
 

❐[ペ ネトレイトpénətrèit]♪ 

☛ウチの雑誌は編集長の真実を見抜く洞察力がウリ。「よ

し、お前ら、ペンを取れ！真実を暴け！」との号令の元、

編集部員たちはいっせいに原稿を書き出す。 

 

❐penetrate 《他》 を見通す,見抜く,理解する/を突き通

す,突き刺す/を貫く/(思想などが)に浸透する/に染み込

む/に侵入する 

 

❐penetrate 《自》 突き抜ける,突き通る,貫通する/浸透

する/染み込む/理解する/感動を与える 



「 policy 」に、 保険証書 

 

■「ポリ・死」に、保険証書 
 

 
 

❐[ポ リシpɔ́ləsi]♪ 

☛ポリ、つまりポリス、警察官は危険がつきもの。ポリが死

ぬ事態に、生命保険の証書が遺族にとっての数少ない

救いである。 

 

❐policy 《名》 保険証書/方針,政策/深慮,考え方/方策,

手段,やり方 



measure ない、そんな 法令 

 

■目じゃない、そんな法令 
 

 
 

❐[メ ジャーméʒə(r)]♪ 

☛わいを誰だと思うとるんじゃい。裏社会にはそんなアマ

ちゃんな法令は通用せんわい。目じゃないんじゃ。 

 

❐measure 《名》 法令,条例/寸法,広さ,分量,重さ/単位

/ものさし/尺度/手段,方策/(ある)程度,適度,限界/測定 

 

❐measure 《他》 を測る/を評価する/を調整する/長さ

がある 



proposition は 定理 どお

り！」を 提案 

 

■プロ、「ポジションは定理どお

り！」を提案 
 

 
 

❐[プロポジ ションprɔ̀ pəzíʃn]♪ 

☛フラットスリーか４バックか。MFは誰で、ボランチはどう

する？定理どおりでいく？ワールドカップのプロサッカー

のポジション案を、プロの監督の気持ちになって君も提案

してくれ。 

 

❐proposition 《名》 定理,命題/提案,提議/仕事/主張/

人間/セックスの誘い 

 

❐propose 《他》 提案[計画,提議,発議]する/結婚を申し

込む/[to do]するつもりである,企てる,もくろむ 



「 description ！」は 記述 ・ 

描写 のため 

 

■「デスク、立派っしょ！」は記述・

描写のため 
 

 
 

❐[デスクリ プションdiskrípʃn]♪ 

☛作家、新聞の「デスク＝編集部」からDr.Kまで、文筆を

生業としている人に聞いてごらん？「僕の机？デスク？そ

りゃ立派なのを買ったよ。良い記述や描写の為だもの、当

然でしょ？」。 

 

❐description 《名》 (言葉での)記述,記載/描写/説明,

解説,概要,詳細/種類 

 

❐describe 《他》 を言葉で表わす,を描写[記述/記載]す

る/(について)説明する/と評する,みなす 



autograph の、 有名人の

サイン 

 

■王とグラフの、有名人のサイン 
 

 
 

❐[オ ートグラフɔ́ːtəgræ̀f]♪ 

☛ホームラン王の王貞吉とテニスの女王シュラフィ・グラフ

の有名人のサインが私の宝です。 

 

❐autograph 《名》 有名人のサイン/自署,自筆,肉筆 

《他》 にサインする 



「 niece ごいかわいい 姪 思い

出し…。 

 

■「ニィーッ」、すごいかわいい姪（め

い）思い出し…。 
 

 
 

❐[ニー スníːs]♪ 

☛美人で自慢の妹。その娘である姪がすごいかわいいん

だ。将来男泣かせになるぞ。おしゃまでおませさんだ。思

い出すとつい、ニィッとにやけてしまう。 

 

❐niece 《名》 めい,姪 



uproar  大騒ぎ の中心 

 

■あぁプロは大騒ぎの中心 
 

 
 

❐[ア ップローアʌ́prɔ̀ː(r)]♪ 

☛サッカー選手、野球選手、俳優、プロたちが成田に到

着するたびに大騒ぎ。あぁプロは大騒ぎのいつだって中

心さ。 

 

❐uproar 《名》 騒動,大騒ぎ,混乱,騒音 

 

❐roar 《他》 大声で言う 



concern さは, 会社 に関係

する  関心事 
 

■閑散（かんさん）さは、会社に関係す

る関心事 
 

 
 

❐[カンサー ンkənsə́ːn]♪ 

☛商売の基本です。閑散だったら、会社は業績に関係す

るんだから早く手を打たないと！  

 

❐concern 《名》 会社,商社/関心事/関係のある事柄/

心配/[利害]関係  

❐concern 《他》 に関係する/関心を持つ/を心配させる

/切望している 

 

❐concerning 《前》 …について(の),に関して 



bent う屋やろうと 決意して 

 

■弁当屋やろうと決意して 
 

 
 

❐[ベ ントbént]♪ 

☛家族と過ごす時間を持ち、なおかつ独立したかったの

で、リーマン辞めて弁当屋をやろうと決意しました。人生、

思い切りです！ 

 

❐bent 《形》 を(固く)決意して(いる)/曲がった,腰が曲が

った/に熱心な,に熱中して/ホモセクシャルの  《名》 傾

向,性向,好み/適性 

 

❐bend 《他》 を曲げる/を前へ傾ける/を向ける/を屈服

させる 



advocate してたのを 擁護す

る 

 

■アド、ボケッとしてたのを擁護す

る 
 

 
 

❐[ア ドボケットǽdvəkèit]♪ 

☛合コン必勝法のメールアドレスのゲットを、あまりに相手

がかわいかったのでボケッとしてしまって忘れた。うんうん。

そうやって失敗を繰り返して大きくなるのだよ、青少年

よ！と擁護してみる。 

 

❐advocate 《他》 を支持する,擁護[弁護]する/(主義)を

主張[唱道]する 

 

❐advocate 《名》 (主義)主張者,唱道者/弁護者[士] 



constituency に絶えた 選

挙区 

 

■今（こん）措置中（そちちゅう）、縁（えん）、

死に絶えた選挙区 
 

 
 

❐[コンスチ チューエンシィkənstítʃuənsi]♪ 

☛今回の選挙違反による立候補禁止措置期間中に、地

縁、血縁、利害関係団体との縁などが死に絶えてしまっ

た。もうこの選挙区では当選できない！ 

 

❐constituency 《名》 選挙区,有権者,選挙民/支持者,

後援団体/顧客 

 

❐constitute 《他》 を構成する/という性質だ/を制定す

る/に任命する,選ぶ 

❐constitution 《名》 憲法,政体/構成,構造,組織/気質,

体格/制定,設立 



turn 、 回転 の 性質 が変化

したので、 順番 と 向きを変

える 
 

■ターン、回転の性質が変化したの

で、順番と向きを変える 
 

 
 

❐[ター ンtə́ː(r)n]♪ 

☛女子フィギュアスケートの演技で、序盤に４回転半を入

れるはずだった。が、回転が速くなり性質が変化、６回転

できるようになったため、演技の順番の最後にし、向きも

少し変えることにした。金メダル確実である。 

 

❐turn 《名》 回転,旋回/ (生来の)性質,気質/順番,番/ 

(方向の)転換/(道の)曲がり角/(歴史の)転換点/発作/ 

(ある方向への)変化,動き/行為,動作 

❐turn 《他》 (の方向を)変える/を回転させる/を曲がる

/(年齢が)になる/変化させる 

❐turn 《自》 曲がる,回転する/(向きを)変える,振り返る/

変化する,(変わって)になる 



range  [レンジ] に 並べる 

冷凍食品 

 

■レンジに並べる冷凍食品 
 

 
 

❐[レ ンジréindʒ]♪ 

☛いっぱい並べて一度にチンして。 

 

❐range 《名》 電子レンジ/範囲,程度/値域/並び,列,連

なり/飛程,航続距離 

❐range 《他》 (物を)並べる,整列させる,整理する/味方

する/歩き回る,彷徨う 

 

❐range 《自》 歩き回る/並ぶ/広がっている,分布する,

生息する 



raccoon ぃなったのは アライグマ 

のお手伝いのおかげ! 
 

■楽になったのはアライグマのお

手伝いのおかげ！ 
 

 
 

❐[ラク ーンrækúːn]♪ 

☛だって、洗い物のお手伝いしてくれるんだもん(嘘)。「洗

い熊」って書くのよ(本当）。 

 

❐raccoon 《名》 アライグマ 



dispose 見せるまで、 配列す

る  軍隊 

 

■辞すポーズ見せるまで、配列す

る軍隊 
 

 
●dispose を配列[配置]する （パンター複数を配置！） 

 

❐[ディスポー ズdispóuz]♪ 

☛大統領を自発的に辞任させようと、軍部は「今すぐ、辞

すポーズをテレビで見せろ」と要求、政府周囲に軍を配

列した。軍事クーデターである。チリ、アルゼンチン、アル

ジェリアなど。 

 

❐dispose 《他》 を配列[配置]する,並べる/(人)に(…した

い)と思わせる 

 

❐dispose 《自》 処分[処置,処理]する,取り決める 

❐disposal 《名》 処分,除去,処理,廃棄/支配権/配置,

配列 



▼著者紹介 
記憶術のカリスマ「Dr.K」（慶大医、東大文Ⅱなど合格、さらに

某超々難関国家試験・資格試験にも合格）の秘伝の作品を世

に送り出した日本最強の頭脳集団で、東大・慶大（医）出身者

有志が結集した団体。彼らは、各々が受験生であった当時、数

十万人が挑んだ全国模試で一桁、二桁台の順位を常に維持し

たという精鋭たちである。当然、この集団は教育界・受験界に

ふだんはかかわりを持たず、彼らを必要とする世界中のさまざ

まな分野における「エリート」として多忙を極めている。しかし「Ｖ

シリーズ」を企画・進行するときには、メンバーは再び集まり、受

験生のために力を合わせ、そのノウハウを惜しみなく開示する

のである。この頭脳集団の名の由来は、テクニカル・ノックアウ

ト（ダウンもさせてもらえないほどのワンサイドマッチを、見かね

たレフリーがノックアウトを宣告して試合を終わらせること）のＴ

ＫＯからきている（異説あり）。ラッキーパンチでの勝利ではなく、

完膚無きまでに試験を打ちのめして勝利しよう！ 

主な著書に、『ゴロあわせ合格英単Ｖワード』（基本編、必修

編、上級編、完結編の全4冊）、『ゴロあわせ合格英熟Ｖイディオ

ム』（以上は中経出版刊）、『ゴロＶ入門英単語』（小学館スクウ

ェア刊）、『ゴロで覚えるＶ英単語1200』、『Dr.Kのゴロで覚える古

文V単語312』（以上はKKベストセラーズ刊）、『Dr.Kの直観で覚

える世界史Ｖ用語600』、『同･日本史Ｖ用語600』（以上は文英堂

刊）。なお、この本を含む全ての既刊英単語集の内容は重複し

ていないので、これまでに出版された全ての英単語集をレベル

順に学習するよう、おすすめする。 

Dr.K & TKOプロジェクトのホームページは

http://homepage3.nifty.com/drk/index.htmです。今後、ホーム

ページを引っ越す場合があるかもしれませんが、その際は検索

サイトで「ＴＫＯプロジェクト、ホームページ、Ｖワード、ゴロあわ

せ、英単」などのキーワードで検索してください。また、メールア

ドレスは drkdrk@yahoo.co.jp です。 

●ヤークトパンサー、ヤークトティーガー、Ⅲ号突撃砲せいぞろ

い！ 

 

http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm
http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm
mailto:drkdrk@yahoo.co.jp


●紙の本の前書き等 
 



 

GORO V  

Standard English Wo

rds  

written by TKO proje

ct  
 「ゴロ V標準英単語」    
著作；TKO プロジェクト   

 
 



 
→P15 COMPLETE 



■■■■■■ 著者のメッセージ＆この本の使い方・特徴 ■

■■■■■ 

 

皆さん、お久しぶりです。ゴロあわせのＶシリーズの作者集団

Dr.K & TKOプロジェクトです。まずは我々の過去の大学受

験,TOEIC向け作品全１０冊！をご紹介します。 

 

●ゴロＶ入門英単語 小学館スクウェアから出版 

●ゴロあわせ合格英単Ｖワード 基本･必修･上級･完結編4冊 

中経出版 

●ゴロあわせ合格英熟Ｖイディオム 中経出版 

●ゴロで覚えるＶ英単語1200 KKベストセラーズ 

●Dr.Kのゴロで覚える古文Ｖ単語312 KKベストセラーズ 

●Dr.Kの直観で覚える世界史Ｖ用語600、同･日本史Ｖ用語600 

文英堂 

 

おかげ様で発売後わずか数年で増刷延べ約100回、数十万人

の方々にご利用いただきました。この場で御礼申し上げます。 

ではQ&A方式でこの本のご案内をしましょう。 

 

Ｑ：今回もＶワードやゴロＶ入門、ゴロ1200などの既刊の本と内

容が重ならないの？ 

Ａ：もちろん今回もＶワードやゴロＶ入門、ゴロ1200など私たちの

既刊英単語集とは全く重複していません。ゴロあわせにしている

英単語は全て異なります（ごく一部の多義語で異なる意味をゴ

ロあわせにしたものは、「英単語とその意味」の全く違う組み合わ

せですから実質的には完全に異なるものです。なおゴロあわせ

を作成した英単語以外の部分＝つまり派生語は、一部重複）。

従って既にＶワード、ゴロＶ入門、ゴロ1200など私たちの既刊の

英単語本を使用している読者も、この本は重複しませんので安

心して全てを新たに覚えて下さい。 

 

Ｑ：この１冊でどのくらいの単語が覚えられるの？ 

Ａ：英単語とその意味として約800組になります。 

 

Ｑ：英単語は既に5冊発刊されて、ゴロあわせも約3,800語分も

出版されている。今回で4,600語近くになるけど多すぎない？  

Ａ：まずお断りしておきたいのは一口に約3,800単語といっても、

「英単語と意味の組み合わせ」が3,800組（一ゴロに複数の意味



を含む場合を除く）なのです。つまり多義語は全ての必要とされ

る意味を記憶できるよう、ゴロあわせの「組」を何組も作成してい

るのです（中には5組以上作成されている英単語もいくつもあり

ます）。ですからこれまでの3,800「組」は決して3,800「単語」では

ありません。大学受験に必要な「英単語と意味の組み合わせ」

が、仮に英単語数では3,000語としても、それらは多義語を非常

に多く含みますから、単語の意味も合わせた組数でみれば何倍

にもなるのです。今回で4,600「組」となってもまだ万全とは言え

ません。 

 

Ｑ：Vシリーズの英単語は既に6冊発刊されているのに、なぜ、今

回また新たに執筆されたの？ 

Ａ：今回の狙いもゴロＶ入門とあまり変わりません。ただ、入門で

カバーしきれなかった、入門よりややレベルの高めの単語で上

級よりは易しい単語と意味を主に扱いました。 

というわけで、新作の狙いのまず一つは、シリーズで今まで扱わ

なかった「基本英単語」の徹底的な強化をさらに再び行うためで

す。これは、①Ｖシリーズのベストセラー化とともに広がった読者

レベルの基本単語への強いニーズに合わせた、②広範囲に支

持されている英単語集の多くが、基本単語用として別冊扱いに

した本を発行してきているので、それらの範囲もカバーする必要

があった、などの理由によります。 

二つ目はやはり、基本単語でありながらも様々な意味を持つ

「多義語の十分なカバー」のためです。近年の大学受験、特に

国立大学は、一見したところ平易な単語を多用してはいます。

が、いざ訳そうとすると、基本単語でもその単語のかなり深い第2、

第3の意味を知らないと訳せないという「差がつく深い単語知識」

を求めてきています。これは、１．入試は選抜試験であること、２．

一般社会からの「一見した」難問・奇問への非難をかわすこと。

これら２つ微妙なバランスの結果かもしれません。よって難易度

の高い難単語より、基本単語の見落としがちな第２、第３の意味

を十分にカバーする事に努めました。 

三つ目は「経年による、時代やニーズの変化」とこれに対応した

追加のためです。Ｖワードの初の発刊からはや15年が経ちます。

メジャーな単語集も大幅に単語を入れ替えるなど、様々な大改

訂を数年に一度はしています。言語は生き物です。入試の傾向

や流行、トピックも微妙に変化します。これらに合わせることは必

然です。つまり最新データにあわせて再検討した結果、加える

べき英単語と意味を加えたのです。 



四つ目は大変有難いことに、またまた「極めて多くの読者からの

新作リクエストがあったから」です。短大や比較的易しい私大受

験者から東大京大、英検一級やTOEIC900目標者まで、レベル

の大変幅広い非常に多くの読者から、悲鳴にも近い新作へのご

要望をいただきました（ただ各々自分自身のニーズ優先で、「基

本単語をもっと作って！」と「応用・難関単語をもっと作って！」

など、意見が割れていますが…）。「名著とされる単語本でも1、2

冊しかなく、必要語数をカバーできない！」「超基本単語から最

難関単語までとにかくＶシリーズと心中したい」との声だけでなく、

「自分の受験には間に合わないかもしれないが、後輩たちのた

めにぜひ！」との声も多く、大変励まされました。 

 

Ｑ：他のＶシリーズとの使い分けはどうすればいいの？やる順番

は？ 

Ａ：基本単語から最難関単語まで全てＶシリーズでじっくり記憶

したい人は、「基本編」と「入門」→「必修編」と「ゴロＶ標準英単

語（この本）」、「ゴロ1200」→「イディオム」→「上級編」→「完結

編」の順で学習してください。全ての大学受験生はレベル的に

上級編の第Ⅱ章までは必ず全て覚えてください。単語のレベル

的には、この本はＶワードの上級編や完結編より前に学習した

ほうが良いですが、後半の一部の単語は必修編、ゴロ1200のレ

ベルと重なります。なお、上級編の第3、4章と完結編は、それ以

前の6冊をクリアしていない人は取り組まないでください。 

 

Ｑ：この本の掲載英単語のレベルはどのくらい？ 

Ａ：以下に、この本を含む全ての既刊分の「章(Ⅰ～Ⅳ)別の掲

載単語レベル」（中学生用基本単語除く）を表にしてみました。

きわめて大まかな概念レベルですので、個々の単語その他には

大きな変動があります（「標準」がこの本を指しⅠ～Ⅳが章を指

します）。



 

Vワード

level 

単語

level 

偏差

値 
TOEIC 英検 目標大学 

入門Ⅰ 400 42 360 3級  

基本Ⅰ 600 43 380 3級  

基本Ⅱ 800 44 400 3級 
高校1年

程度 

入門Ⅱ 1000 45 

 
420 準2級 

 
 

※標準

Ⅰ 

1100 

 

46 

 

430 

 
準2級  

基本Ⅲ 1200 46 440 準2級  

ゴロ

1200Ⅰ 
1400 47 460 準2級 

高校２年

程度 

基本Ⅳ 1600 48 480 準2級  

必修Ⅰ 1800 49 500 準2級  

 
入門Ⅲ 2000 50 520 準2級  

※標準

Ⅱ 
2100 51 530 2級  

必修Ⅱ 2200 52 540 2級 
高卒初級

程度 

必修Ⅲ 2400 54 560 2級  

入門Ⅳ 2600 56 580 2級 
高卒中級

程度 

 
※標準

Ⅲ 
2700 57 590 2級  

ゴロ

1200Ⅱ 
2800 58 600 2級  



ゴロ

1200Ⅲ 
3000 60 620 2級 

大東亜帝

国 

必修Ⅳ 3300 62 640 

0 
2級 日東専駒 

上級Ⅰ 3600 64 660 

 
2級 MARCH 

※標準

Ⅳ 
3800 65 680 

準1級 

 
 

ゴロ

1200Ⅳ 
4000 66 700 準1級 関関同立 

上級Ⅱ 4400 68 725 準1級 旧帝大 

上級Ⅲ 4800 70 750 準1級 
一橋東工

大 

上級Ⅳ 5200 72 775 準1級 
国立医学

部 

完結Ⅰ 5600 74 800 準1級 東大京大 

完結Ⅱ 6000 76 825 準1級 
早慶上智

※ 

完結Ⅲ 6400 78 850 1級  

完結Ⅳ 6800 80 875 1級  

※早慶上智は学部により単語レベルが特に高い。 

 

Ｑ：どうやって単語とその意味をセレクトしたの？  

Ａ：今回は思い切って2003年以降の最新メジャー大学入試問題、

同TOEIC等資格試験向けの重要「基礎」英単語のうち、「重複し

ている英単語だけ」をセレクト。ですから入試、TOEICどちらにも

完全に通用します。 

 

Ｑ：英熟単語集では異例中の異例である8分冊。本当に英単語

のセレクトは妥当なの？  

Ａ：まず、皆さんがこの本に辿りつくまでに、「超メジャー単語集」

をきっと何冊もお買い上げのことと思います。これらの英単語集

を机の上に並べて各々の掲載英単語を比べてみてください。ど

うです？定評のある各々の英単語集に掲載されている実際の



掲載単語のあまりの違いぶりに唖然・茫然としませんか？あるい

は非常にメジャーな多義英単語でも、各々が掲載している意味

や数が相当異なっていませんか？コンピューターを使って単語

を選択したといっても、これほどまでに異なった単語が掲載され

てしまうほど、「必要な英単語」の選択は困難なのです（その差

異こそがある意味、各社の腕の見せ所ではありますが）。しかし

これでは、メジャーな英単語集のうちどれか一冊しか学習しなか

った場合、試験問題がそこから出るよう神に祈るだけになってし

まいます。かといって、複数の英単語集を学習すれば、重複し

ているものは1回でいいのに無駄に何度も見直させられることに

なるし…。各々の掲載単語がこれほど異なっている以上、今み

なさんが求めている単語集は、極端な話、超メジャー単語集を5

冊ぐらいまとめて再編集、重複分は省き、全てを重要度、頻度

順に並べ替えた本ではありませんか？そのニーズに応えるのが

「究極の単語集」Vシリーズなのです。 

では今度は、そのお手持ちの複数の英単語集の掲載単語と当

シリーズの単語を比較してみてください。「あれ？自分が主とし

て使用中の英単語集に未掲載の英単語で、なおかつＶシリー

ズに掲載されている単語は、他のメジャー英単語集に当たり前

のようにバッチリ載ってるじゃないか！」。危ない、危ない。他の

受験生に後れを取るところでした。当シリーズはたしかに8分冊

になってしまいましたが、内容は全く重複していません。しかし

ながら多くの英単語集（10冊以上）も改定も含め完全にウォッチ、

フォローしています。つまり、別記したように難易度順にやれば、

安心してこの一シリーズだけで学習を深化・完結できるというわ

けです。 

 

Ｑ：今回の「ゴロＶ標準英単語」は他のゴロあわせ本とはどう違う

の？ 

Ａ：以下、列記しましょう。 

1.ゴロの質が圧倒的に高い。つまり、覚えやすく自然な無理の

無いゴロである。ゴロあわせ本の価値、ポイントは「ゴロがどれく

らい覚えやすいか」です。不自然、下手なゴロで記憶するくらい

なら通常の記憶法のほうがラクです。自信のゴロです。比べてみ

てください。誰もが指摘するＶシリーズの最大の価値です。 

2.単語選択、意味選択がすばらしい。この本で英単熟語ゴロあ

わせトータル約5,100語、派生語を含めて約9,000語に達しまし

た。8分冊だからこそできるこの余裕で、基本から応用単語まで

全てカバー、多義語も意味別に何度でもゴロあわせを作成。よ



って「ゴロ一つに意味は原則一つ、長すぎるゴロを回避」「入試

向けの別の要注意な意味も割愛しない」「基本レベルの意味は

もちろん、高偏差値を目指すための単語や意味も十分にカバ

ー、どんなレベルに至ってもずっと付き合える」ことに！ 

3.現在、発刊されているゴロあわせ本の中では、圧倒的に最も

売れている本である。 

4.ゴロあわせ「だけ」書いて放りっぱなしにしてない。そのゴロ文

の、非常に具体的な情景をはっきりと書き込んでいる。この内容

が面白いので無理なく学習を続けられ、すぐに思い出せるし、

復習もとてもラク。ゴロあわせ本でもつまらない本は続かない。 

5.イディオムもある。英熟語のゴロあわせは作るのが非常に困難

でゴマカシがききません。実際他のシリーズではほとんど見ませ

んが、地力が違うDr.Kだからこそ出来たのであり「底力の違い」

と言えましょう。だから古文など他科までも通用するのです。 

6.派生語を効率よく網羅、単語のゴロ以外の他の意味も詳細に

掲載。 

7.配列が絶妙。まず最初に、太字ゴシックで英単語とその意味

を「日本語文」として読めるように配置。この「英単語を目で読ん

でいながら日本語文のゴロを口にする」ような記述法はこのシリ

ーズだけです（事実上の著作権）。 

 

Ｑ：ゴロあわせで記憶なんて、邪道で恥かしいし誰もやっていな

いのでは？ 

Ａ：驚くべきことに、ゴロあわせの各種英単語集は30年来の大ベ

ストセラーです。各種計で既に延べ数百万人分の売上実績が

あり、なおかつ累計延べ一千万人の利用を超えているのは確実

です。東大受験からTOEIC900点まで、日本人は皆、ゴロあわ

せで英単語を乗り切ってきた、と言ってもいいくらいです。表面

的にあまり話題になってないのは、隠れて長時間勉強している

人が「すごく勉強してる！」と決して言わない理由に似ています。

最強の勉強法を教えたくないし、ゴロを使っていないフリをした

ほうがカッコイイですからね。 

 

Ｑ：ゴロあわせを忘れてしまうのだけど。 

Ａ：全然ＯＫ。目標は「ゴロは忘れて単語は記憶」です。きっかけ

として使っていただければ十分です。当シリーズのゴロあわせの

価値は勿論言うまでもありませんが、このシリーズは既に8分冊

にもなったことから、通常の英単語集としてのきわめて深度の深

い価値のあるものとなってきました。無論、知っている単語まで



わざわざゴロあわせを覚える必要はありません。何周も学習して

いるうちに自然と身につきます。大丈夫！任せなさい！ 

 

Ｑ：どういうふうに勉強するのがいいの？ 

Ａ：重要なのは、①とにかくＶシリーズを信じること。多くの先輩た

ちの成功談を信じること。②繰り返す回数が勝負であること（最

低3回以上目標！）。③途中で止めないこと。この3点です。勉

強するほど単語選択にもゴロの質にも感銘するでしょう。 

Ｑ：掲載されている派生語や英単語のゴロがあるもの以外の意

味はどうやって覚えるの？ 

Ａ：無理にその場で記憶する必要はなく、繰り返すうちに大体頭

に入ります。ゴロ以外は読むだけにして、ゴロあわせの記憶に集

中してください！ 

 

Ｑ：まだ足りない。もっとゴロあわせ作って！CDやDVDもお願

い！ 

Ａ：Dr.Kのゴロあわせはまだまだあるので、ご期待に添えるよう

努力していきたいと考えています。なお、各通販サイト(アマゾン、

セブンブックス、楽天ブックス等)に読者の感想を書き込む欄が

ありますから、ご意見、ご感想をお寄せいただければ幸いです。

ご批判、ご叱咤でももちろん構いません。ゴロあわせ学習法は

正直言って食わず嫌いの方が非常に多いのです。が、少し学

習すればいかに効果が大きいかは何冊もお買い上げいただい

ている皆さんだけが知っていることです。多くの方にその良さを

指摘いただければ、続編、派生商品など更なる発展に次々とつ

ながっていきます。よろしくお願いします。 

 

Ｑ：作者、編著者たちのメールやホームページってあるの？ 

Ａ：「Dr.K & TKOプロジェクトのホームページ」がＰＣ、携帯両用

であります。アドレスは、

http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm ですが、移転した

場合、検索サイトで「ホームページ、Ｖワード、ゴロあわせ、英単」

などのキーワードで検索してください。また、メールは 

drkdrk@yahoo.co.jp です。ご感想など大歓迎ですが、お返事

等は原則としてご容赦ください。なお、ＨＰや新作本に転載可能

なご感想についてはぜひその旨をお書き添えください。 

 

Ｑ：近くの書店で売り切れだったんだけど、どうすればいい？ 

Ａ：近くの書店にない場合は、アマゾンやセブンブックス等のネ

http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm
mailto:drkdrk@yahoo.co.jp


ット通販サイトが便利です。勿論、各書店で注文も出来ますので

ご注文を！ 

 

 勉強は質より量です。なぜなら方法論の習得も含め、まず勉

強「量」を確保しないと、質も決して磨かれてこないからです。悩

み苦しみ、大量の犠牲を払う中でこそ、自分だけの最高の「質」

に目覚めることができます。某マラソン金メダル選手の「練習で

走った距離は自分を絶対に裏切らない」という言葉を最後に贈

り、皆さんのご健闘をお祈りします。 

 

Dr.K & TKOプロジェクト 
 

●もくじ 

●第１章  7ページ～ 

ゴロⅤ標準英単語 入門編  

「ゴロＶ入門英単語」「ゴロあわせ合格英単Ｖワード基本編」とほ

ぼ同レベルの英単語です。1～4章全て、必ず覚えてください。 

 

●第２章  59ページ～ 

ゴロⅤ標準英単語 基礎編 

「ゴロあわせ合格英単Ｖワード必修編」前半とほぼ同レベルの

英単語です。 

 

●第３章  110ページ～ 

ゴロⅤ標準英単語 基本編 

「ゴロあわせ合格英単Ｖワード必修編」後半とほぼ同程度の英

単語です。 

 

●第４章  164ページ～ 

ゴロⅤ標準英単語 標準編 

「ゴロで覚えるＶ英単語1200」とほぼ同程度の英単語です。



 

 

 
▼著者紹介 
 

記憶術のカリスマ「Dr.K」（慶大医、東大文Ⅱなど合格、さらに

某超々難関国家試験・資格試験にも合格）の秘伝の作品を世

に送り出した日本最強の頭脳集団で、東大・慶大（医）出身者

有志が結集した団体。彼らは、各々が受験生であった当時、数

十万人が挑んだ全国模試で一桁、二桁台の順位を常に維持し

たという精鋭たちである。当然、この集団は教育界・受験界に

ふだんはかかわりを持たず、彼らを必要とする世界中のさまざ

まな分野における「エリート」として多忙を極めている。しかし「Ｖ

シリーズ」を企画・進行するときには、メンバーは再び集まり、受

験生のために力を合わせ、そのノウハウを惜しみなく開示する

のである。この頭脳集団の名の由来は、テクニカル・ノックアウ

ト（ダウンもさせてもらえないほどのワンサイドマッチを、見かね

たレフリーがノックアウトを宣告して試合を終わらせること）のＴ

ＫＯからきている（異説あり）。ラッキーパンチでの勝利ではなく、

完膚無きまでに試験を打ちのめして勝利しよう！ 

主な著書に、『ゴロあわせ合格英単Ｖワード』（基本編、必修

編、上級編、完結編の全4冊）、『ゴロあわせ合格英熟Ｖイディオ

ム』（以上は中経出版刊）、『ゴロＶ入門英単語』（小学館スクウ

ェア刊）、『ゴロで覚えるＶ英単語1200』、『Dr.Kのゴロで覚える古

文V単語312』（以上はKKベストセラーズ刊）、『Dr.Kの直観で覚

える世界史Ｖ用語600』、『同･日本史Ｖ用語600』（以上は文英堂

刊）。なお、この本を含む全ての既刊英単語集の内容は重複し

ていないので、これまでに出版された全ての英単語集をレベル

順に学習するよう、おすすめする。 

 

Dr.K & TKOプロジェクトのホームページは

http://homepage3.nifty.com/drk/index.htmです。今後、ホーム

ページを引っ越す場合があるかもしれませんが、その際は検索

サイトで「ＴＫＯプロジェクト、ホームページ、Ｖワード、ゴロあわ

せ、英単」などのキーワードで検索してください。また、メールア

ドレスは drkdrk@yahoo.co.jp です。 

 

 

http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm
http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm
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●ヤークトパンサー、ヤークトティーガー、Ⅲ号突撃砲せいぞろ

い！ 
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●「ゴロＶ入門英単語」から 
 

各章扉エッセイ 
 

Dr.K＆TKOプロジェクトの「受験心得」１～４ 
 
一．24時間勉強せよ。 
天才とは長期に大量に努力できる人のことである。

「毎日、最低 16 時間は勉強したな」「高２、高３の２年

間で合計 4 時間しか遊ばなかった」（某東大理Ⅲ、文

Ⅰ、慶大医合格者たちの本音）。24時間勉強するには

食事、風呂、トイレ、移動、睡眠中などの活用がカギ。

参考書や単語帳を手に出来ない場所では、頭の中を

常に復習で満たせ。昨日の授業からさかのぼって過

去へと順番に思い出せ。脳内で、英作文、歴史の論述、

数学公式の思い出しなどをしてみよ。睡眠中は、ラジ

カセで自作のエンドレステープを耳元で再生しても良

い。夢の中でも勉強できるような意志と気合を持ちた

まえ（これは 100％とは言えんが…（笑））。 

 
一．365日勉強せよ。 
大晦日、正月、夏休み、日祝日こそ差が出るチャンス

である。嬉々として勉強せよ。諸君らが取り組んでいる

のは「競争」試験なのである。 

 
一．犠牲に出来るものは全て犠牲にせよ。 
東大や医学部の（現役）合格者は、小学生の時から土

日も夏休みも正月も塾通いで通し、全てを受験勉強に

賭けている。部活、趣味、恋愛、家族団らん、その他

の俗に言う「青春」全般。そういった通俗的な楽しみな

ど易々と捨てている（無論、例外はあるが、確率的に

無視できるほど少ない）。人生観にもかかわるので

軽々にはお勧めできないが、もし迷ったり悩んでいる



のなら、受験以外は思い切って全部捨てよ。潔く「全

部」だ。「モノより思い出。『より』合格！」。 

 
一．偽りの天才に惑わされるな。 
「恋も部活も一生懸命やり遂げました」「勉強は集中し

ていたから一日三時間だけ」。得意げにこう語る合格

者の体験記を無視せよ。合格すれば何とでも言える。

彼の合格校はその分野で最高の大学か？志望そのも

のを妥協したのでは？自分を天才に見せようと誇張し

てないか？ 

「直前まで合格判定は D でしたが、最後の２ヶ月の追

い込みで合格！」。こんなの、自分に関係あると思うな。

宝くじに当たることを夢見ず、自分の合格の確率を冷

徹に高めていくことだけに、集中して取り組め。 

 
一．テレビは捨てよ。 
受験最強の宿敵、テレビを捨てよ。自宅生は親に頼め。

最低でも居間から撤去してもらい親の部屋や兄弟の

部屋に移動してもらえ。文句を言われそうならこの本

を見せよ（笑）。「DVD は見たいから」とか言うなら、ア

ンテナや接続線を捨てよ。テレビよりマシだが、FM,AM

も集中力をそぐ。HD プレーヤーにお気に入りの洋楽

か歌詞無しの音楽を 10000 曲入れて、BGM に流して

おくのが一番良い。 

 
一．受験への取り組みは今後の人生の基礎、土台と
なることと心得よ。 
「集中して」「全力で」「全てを賭けて」「決して諦めず」

「粘りに粘って」という体験は、受験勉強以外ではそう

そう出来るものではない。将来この体験は、企業内・

企業間での激烈な競争に勝ち抜く、あるいは司法試

験をはじめとする各種の超難関資格試験受験に耐え

うる、気力・体力・ノウハウを蓄積させることにきっと役



立つ。人生における、勤勉さ、誠実さ、不屈の精神力

といった重要な資質を育んでくれる。ベストを尽くすこ

との楽しさ・気持ちよさを味わえる貴重な経験を与えて

くれるのだ。 

 
一．スランプや不安は勉強することでしか乗り越えら
れないと心得よ。 
悩む暇があったら勉強せよ。ストレスが溜まりに溜まっ

ても、不安が積もりに積もっても、さらにいっそう勉強

することでのみ解決する！と心得よ。一科目が飽きた

ら他の科目、一科目中のある項目が飽きたら別の章

の別の項目を勉強せよ。30 分でやる気の喪失や飽き

がきても、30 分ごとに次々と学習対象を変えていけば

よい。時間がたって戻ってみれば、行き詰った項目も

意外に簡単に分かったりするものである。 

 
一．受験の損得を考えよ。 
「いくら払ってでも合格したいか」「合格したら俗世間的

な利益はどのくらい得られるのか」「どれくらい、異性

にモテるようになるか」「一時間の勉強が将来、いくら

になるか」。損得を計算し、動機付けに役立てよ。 

 
一．家で勉強できない人は、自習室、書館、喫茶店、
ファミレスを転々とせよ。 
家で勉強がはかどらないのは、家にあるマンガ、本、

ベッド、テレビ、ラジオ、自分の趣味のグッズや、家族

との会話などのせいである。それらから離れた環境に

身をおけばよい。ただし他人の目が全く無いと意外と

勉強しなかったりする。上記の場所だと、利用時間が

限られているのも良い。 

 
一．受験勉強はモラトリアムである。 
「人生とは」「幸福とは」からはじまって、人生に悩みは



尽きない。しかしたいていの悩みはこの先悩む時間な

どいくらでも確保できるものである。とりあえず、深遠

かつ深刻な悩みは後の楽しみとして「措（お）いといて」、

今は受験勉強に集中しよう。 

 
一．強く、強く、強く、もっと激しく強く、心底、合格を求
めよ！ 
まだまだまだまだ足りない！「greed」こそ生命の根源

的本質である。求める力、意志が強いほうが、最後は

勝つ！求めよ、さらば与えられん！ 

 

私はどんな試験でも、合否の掲示板を見に行く時間帯

は夕方、それも人がまばらになってから、と決めてい

た。合格者の中に自分の名前を見つけたとき、幸福感

に抱かれながら、静寂に包まれたオレンジ色の夕日を

見上げる。至高の輝きを放つ、生涯忘れえぬほど美し

い夕日である…。 

 

 

 


