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◆電子書籍化に当たって 
  

 以下の点がじっさいの紙の本とこの電子書籍では異な

っています。御了承ください。 

 

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、電子書籍は、この「ゴロ V 入門英単語電子

版」では、上下２巻制としました。 

 旧第１章と第２章を「ゴロ V 入門英単語電子版上巻」と

し（すでに発売済み）、この、同第３章と第４章を、同下巻

（どちらも電子書籍です）として、発刊しました。 

 そして、この電子書籍 PDF版は、第 4章の後半のみの

発行としています。 

 

２．イラストは権利処理の関係から全て新しくなっていま

す。 

 本ではイラストの無いものにも、電子書籍では全てにフ

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。 

  



◆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２０１６年７月発売済み）。 

 また、古文、世界史、日本史もすでに、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

に分けてアマゾンキンドル版を発売しました。） 

 

・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。 

 この PDF 版はそのうち、第４章の後半のみを収載して

います＞ 

 

＊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。また、DL マーケットの PDF 版はそ

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。そのうちの第 4 章

の後半の PDF版もあります。 

↓ 

＊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

アマゾンから発売中です。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。  



 

第 4章後半 
 

  



で、地毛（じげ）無ぇと、ハゲと呼ぶ 
 

designate 、ハゲ 

 と呼ぶ 
 

 
 

■デジグネイト dézɪgnèɪt のヒント 

 地毛（じげ）、つまりもとから生えている髪の毛が無い

人を、我々はハゲと呼ぶ。統計的に男性ホルモンが多

く、実はモテモテなのだ！ 

 

designate 《他》を示す,明示する/を選定[指名][任命]す

る/(～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 

  



パーすべく、恥部出せば 

ウケる見込み 
 

perspective 出せば 

ウケる 見込み 
 

 
 

■パースペクチブ pəspéktɪv のヒント 

 まぁお笑いは、脱げばウケるね。中東ではダメだけど。 

 

perspective 《名》遠近[透視]画[法]/大局観,(冷静･客観

的な)バランスの取れた見方/見通し,前途,見込み/眺め 

  



混んだ、苦闘する事業を経営する 
 

conduct うする 

 事業を経営する 
 

 
 

■コンダクト kəndʌ´kt のヒント 

 値付けを間違えてお客大襲来なのに来れば来るほど

大赤字！店内混みすぎで苦闘する事業を経営している

のは、この私です。 

 

conduct 《他》を案内する/(事業)を経営する,(業務)を行

う/(楽団)を指揮する/ふるまう/伝導する 

 

conductor 《名》車掌/案内者/指揮者/経営者,指導者

/[伝]導体,避雷針 

  



Mばっか向けの事業を始める 
 

embark ぁ向けの 

 事業を始める 
 

 
 

■エンバーク embɑ´:r k のヒント 

 エグゼプティブの男性に実はＭが多いのを知った女王

様は、Ｍばっかり来店するＭ向けのＳＭクラブの御事業

を御始めになられたのでした。 

 

embark 《自》事業を始める/乗船する,乗り込む,乗る/乗

り出す,着手する 

 

embark 《他》積み込む/事業に乗り出させる 

  



スッチー、蒸（む）らす○○が男を刺激 
 

stimulus ○○が男を 

 刺激 
 

 
 

■スティミュラス stímjuləs のヒント 

 機内で動き回るスッチー（客室乗務員）、コーヒーを蒸

らしていい香りが機長を刺激する！仕事で汗をかくから

って、○○に下着とか入れないように！ 

 

stimulus 《名》刺激物/刺激 

 

stimulate 《他》を元気[活気]づける,刺激する/を刺激し

て…させる/興奮させる 

  



通るたびに見る死傷者数 
 

toll たびに見る 

 死傷者数 
 

 
 

■トウル tóul のヒント 

 警察署の前に「昨日の都内の交通事故死者数 2名負

傷者数－名」って看板あるでしょ？ 

 

toll 《名》(道路･橋)通行[使用]料金/長距離電話料/犠

牲,死傷者数 

 

toll 《他》(鐘が)…を知らせる《名》鐘の音 

tollhouse 《名》(橋･道路等の)料金徴収事務所 

  



クリープ舐めようと、はう犬 
 

creep 舐めようと, はう 犬 
 

 
 

■クリープ krí:p のヒント 

 うちのバカ犬は、コーヒーに入れようとしたクリープの

瓶を、ひっくり返して床にこぼした。その上、這いまわっ

て床のクリープを舐めようと必死。まぁバター犬（ってな

に？）に育ててしまった私が悪いのさ。 

 

creep 《自》はう,腹ばいで進む/忍び寄る/(時間)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 

creeper 《名》はうもの(昆虫･爬虫類等)/つる植物(ツタ

等) 

creepy 《形》ぞっとするような,虫ずが走る,気味悪い 

  



一発、鞭打つ 
 

whip ぁつ、 鞭打つ 
 

 
 

■ウィップ wíp のヒント 

 思いっきり一発！鞭打つ。競馬からＳＭクラブまで。 

 

whip 《他》を鞭[で]打つ,を叩きのめす/折檻する/励ま

す,煽る/泡立たせる/をさっと動かす/を引ったくる/に巻

きつける/に激しく吹き付ける 

 

whip 《名》鞭[打ち]/御者/猟犬係/ホイップ/院内幹事/

登院命令書 

"whip 《自》急に動く/風にはためく/激しく吹く/野球で完

勝する" 

  



「忍」ぶるほど動きが素早い 
 

「 nimble ほど 

 動きが素早い 
 

 
 

■ニンブル nímbl のヒント 

 忍者のふりをするほど、彼の動きは素早い。ニンニン。 

 

nimble 《形》(動きが)素早い,敏捷な/機知に富む/抜け

目ない/融通の利く 

  



かさ bulk＝かさばる k 
 

かさ bulk＝ 
 

かさばる k 
 

■バルク  bʌ´lk のヒント 

 bulk の bul は、「かさばる」の「ばる」であった。なる

ほど。 

 

bulk 《自》かさばる/かたまりになる/大きく見える,重要

に思われる 

 

bulk 《名》大きさ/容積/嵩(かさ)/大部分,大半/船の積

み荷 

bulk 《他》をかさばらせる/ひとまとめにする 

  



パーって行くと、エッチに 

なる性質が幾分ある 
 

partake と、エッチに 

なる 性質が幾分ある 
 

 
 

■パーテイク pɑ:r téɪk のヒント 

 あの娘は綺麗だけど、みんなで飲みにパーッて行った

りすると、すぐ酔っ払ってキスしまくり、シャツとかスカート

とかはだけて、そりゃもうエッチになってしまう性質がいく

ぶんあるね。 

 

partake 《自》加わる,参加する/分かち合う,共に飲食す

る/の性質を帯びる,の性質が幾分ある 

  



愛で、父の身元確認 
 

identity の 身元 確認 
 

 
 

■アイデンティティ aɪdéntəti のヒント 

 散々苦労した父は孤児でした。娘の私は父を愛してい

たので、日本中を探し回り、父の身元を確認しました。私

のルーツも分かってよかったです。 

 

identity 《名》同一[本人]であること,自分自身/身元,身

分,正体/独自性,個性/恒等式 

  



「カウンターなんす、 

落ち着きある場所は」 
 

「 countenance 、 

 落ち着き ある場所は」 
 

 
 

■カウンテナンス ka´untə nəns のヒント 

 クラブとか料亭じゃなくて、行きつけのマスターのいる

カウンターが一番落ち着いて飲めるんすよ。 

 

countenance 《名》顔つき,表情/落ち着き,平常心/支

持,(精神的)援助 

 

countenance 《他》を応援する,賛成する/を奨励する 

  



「…裸（ら）だ！全裸だ！」 

とはしごで覗き 
 

「… ladder ！全裸だ！」 

と はしご で覗き 
 

 
 

■ラダ lǽdə のヒント 

 「…らだ！」「何？聞こえん！」「全裸（ぜんら）だ！あそ

このアパートの三階、美女が油断して、全裸でウロウロ

してるぞ！はしごを架けて、しっかり全裸を覗くぞ！」 

 

ladder 《名》はしご,踏み台/地位,職制/パンティーストッ

キングの伝線 

  



異動させるのは、役に立たない人 
 

weed うさせるのは、 

 役に立たない人 
 

 
 

■ウィード wí:d のヒント 

 役に立たない人は閑職に異動させなければ、企業は

倒産します。そのための人事異動です。 

 

weed 《名》雑草/マリファナ,タバコ/役に立たない人,痩

せた弱々しい人 

 

weed 《他》の雑草を取り除く 

  



印、実際渋る、優柔不断な彼 
 

indecisive る、 

 優柔不断な 彼 
 

 
 

■インディサイシブ ìndɪsa´ɪsɪv のヒント 

 同棲して長いのに、なかなか婚姻届に印を押さないん

です。いざ、迫ると、実際には押印を渋って、もう煮え切

らない優柔不断な男なんです。 

 

indecisive 《形》決定的でない/決断力のない,優柔不断

の 

 

indecision 《名》不決断/優柔不断,ためらい 

indecisively 《副》決定的でなく/優柔不断に,ためらって 

  



夫、バイアグラ否定 

せず、自伝に書く 
 

autobiography 定 

せず、 自伝 に書く 
 

 
 

■オートゥバイアグラフィ ɔ`:təbaɪɑ´grəfi のヒント 

 クリキントン大統領夫人のヒラリクラリです。あの絶倫

の夫は、自伝でバイアグラの使用を否定しようともせず、

モナカとの仲を自慢しまくってます。アホです。 

 

autobiography 《名》自叙伝,自伝/自伝文学 

 

autobiographer 《名》自叙伝作者 

autobiographic,autobiographical 《形》自叙伝的な,自伝

体の 

  



市営道路に面した車庫 
 

shed う路に面した 車庫 
 

 
 

■シェッド ∫éd のヒント 

 なので、車の出し入れが便利。 

 

shed 《名》小屋,物置き/車庫,格納庫,倉庫 

  



プレーいいけど地味な女 
 

plain けど 地味な 女 
 

 
 

■プレイン pléɪn のヒント 

 「いいのよ、別に遊びで。プレーいいわ、さぁ行きまし

ょ」。うーん、地味な女と思っていたがとっても大胆な方

でした…。 

 

plain 《形》明白な,はっきりした/平易な/質素な,地味な/

率直な/美人でない/平凡な 

 

plain 《副》明白に,はっきりと,わかりやすく 

  



半ブラにして辱める 
 

humble ァにして 辱める 
 

 
 

■ハンブル hʌ´mbl のヒント 

 ブラジャーのひもをはずして、半分外れかけてる半ブラ

状態にして、辱める。「イヤーン、半ブラだとはずれちゃ

う」と言わせるのがいいのさ。 

 

humble 《他》を卑しめる,辱める,鼻を折る/を謙虚にする 

  



ストリップ、あとは 

細長い一片の下着だけに 
 

strip 、あとは 

 細長い一片 の下着だけに 
 

 
 

■ストリップ stríp のヒント 

 ストリップってナニ？細長い一片の下着ってどこ？何

色？ 

 

strip 《名》(布･金属･地所等)細長い一片/(飛行場)滑走

路/街路 

 

strip 《自》裸になる/皮がむける/ストリップショーをする 

strip 《他》を裸にする,(衣類･皮等)を剥ぎ取る/(人)から

…を奪う 

  



見ゆ！西パリ市の景色！ 
 

municipal ぃ 

 市の 景色！ 
 

 
 

■ミューニシパル mju:nísəpəl のヒント 

 我は見ゆ！憧れの芸術の町、西パリ市、というかパリ

市の西の景色！ここで画家として大成し、第二の藤田嗣

治になるべし！ 

 

municipal 《形》都市の,市の/市・町営の/地方自治[体]

の  



味、苦笑してたのに、中毒に 
 

addiction  

してたのに、 中毒 に 
 

 
 

■アジクション ədík∫ən のヒント 

 最初はタイカレーなんて辛いだけ、苦笑するだけで、う

まいと思わなかった。でも数回食べたらその味にすっか

り虜！中毒状態になった。タバコみたいなもん？ 

 

addiction 《名》耽溺,耽る事,熱中/中毒,(麻薬)常用癖 

 

addict 《他》(悪癖)に耽ってる,の悪癖がある/中毒にさ

せる,耽溺させる 

addictive 《形》(麻薬)習慣性の 

  



ジャムをビンに詰め込む 
 

jam をビンに 詰め込む 
 

 
 

■ジャム dʒǽm のヒント 

 瓶詰めで作るジャム。大量の果実を詰め込み、さらに

大量の砂糖を詰め込む。おいしいぞ！ 

 

jam 《他》詰め込む,押し込む/を塞ぐ,満たす,で一杯にな

る/[放送]妨害する 

 

jam 《名》混雑,[交通]渋滞/窮地/(食品）ジャム  

  



反（そ）らすと、かえって強く押し付ける 
 

thrust 、かえって 

 強く押し付ける 
 

 
 

■スラスト θrʌ´st のヒント 

 痴漢から身を守ろうと、身を反（そ）らしたんです。そし

たら、その痴漢、強く押し付けてくるんです。もう！（って

何を？）。 

 

thrust 《他》を強く押し付ける/突く/を突き刺す/に(物事

を)押しつける/でしゃばる 

 

thrust 《自》押す,突く/押し進む《名》1押し,1突き/攻撃 

thruster 《名》押す[突く,刺す]/あつかましい人,でしゃば

り屋 

  



円、「苦労ずっと」と書き添え、 

手紙に同封する 
 

enclose っと」と書き添え、 

 手紙に同封する 
 

 
 

■エンクロウズ enklóuz のヒント 

 出稼ぎの給料の円を現金書留にして、故郷の妻子に

手紙に同封し送付した。「苦労ずっとかけてすまない。と

うちゃんも東京で苦労している」と書き添えて。 

 

enclose 《他》を囲む,で囲う/(手紙･小包に)を同封する

/(手紙が)(物)を含む 

  



憂（う）い！血まみれの魔女！ 
 

witch まみれの 魔女 ！ 
 

 
 

■ウィッチ wíʧ のヒント 

 中世暗黒時代。街中には血まみれの魔女が人々を虐

殺してるとデマが流れ、それを聞いた群集は片っ端から

魔女のレッテルを貼って、女を血まみれにして処刑した。

憂い多き時代である。 

 

witch 《名》魔女/醜い老婆/すごく魅力的な女 

 

witchery 《名》魔術,魔法/(女の)魅力,魔力 

  



「不落（ふらく）！すごい名城！」 

にも絶え間ない変化 
 

「 flux ごい名城！」 

にも 絶え間ない変化 
 

 
 

■フラックス flʌ´ks のヒント 

 「未来永遠、難攻不落の名城！」との数々の名城も、

時代や領主の絶え間ない変化に翻弄され、やがて落城

することも。大坂城でさえ、堀を埋められ、あっという間

の落城であった。 

 

flux 《名》満ち潮/絶え間ない変化,流転/(水の)流れ,流

出 

  



あぁバウンドさせてる生徒がたくさんいる 
 

abound させてる 

生徒が たくさんいる 
 

 

 
 

■アバウンド əba´und のヒント 

 校庭にはたくさんの小学校の生徒たちがドッチボール

やサッカーボールの練習に励んでいる。ボールをバウン

ドさせて受け渡ししている。 

 

abound 《自》(生物･もの･問題等)たくさんある[いる]/が

多い,豊富である,が充満している 

  



プロ、うずくまるほどの散文 
 

prose くまるほどの 散文 
 

 
 

■プロウズ próuz のヒント 

 Ｄｒ．Ｋ＆ＴＫＯ ＰＲＯＪＥＣＴのお送りするヒントと言う名

の散文。名文家と言われる文章のプロたちも、すっかり

うずくまっていじけてしまうほどの散文さ。 

 

prose 《名》散文[的な文章]/無味乾燥な話,単調 

 

prose 《形》散文の 

  



参加しよう！制裁措置に！  
 

sanction ！ 

 制裁措置 に！ 
 

 
 

■サンクション sǽŋk∫ən のヒント 

 国連による経済制裁などの制裁措置に、積極的に参

加しよう！テロとは断固、戦わねば！ 

 

sanction 《名》認可,許可/是認,賛成,容認/拘束/制裁措

置[条項][行為],罰則 

  



「プルッ」、ピッタリの教えを 

説教壇から聴いて 
 

「 pulpit ァリの教えを 

 説教壇 から聴いて 
 

 
 

■プルピット púlpɪt のヒント 

 信心深くも無くヤンチャばかりしていたあの頃、説教壇

から聴く牧師の教えはあまりにピタリと私の心にはまり、

プルプルっと震えまでし始めたのでした。 

 

pulpit 《名》説教壇,説教台 

  



「あーん、美、バレんと、相反する 

感情を持つことは無かったのに」 
 

「 ambivalenｔ 、 

 相反する感情を持つ 

ことは無かったのに」 
 

 
 

■アンビバレント æmbívələnt のヒント 

 あーん、私の美貌がバレなければ、メル友や文通相手

が軽蔑・憎しみと好意・愛情という相反する感情を持つこ

とはなかったのに…。美貌がバレたので、ただの嫌な女

をやってられなくなったわ。鬱陶しい！ 

 

ambivalent 《形》アンビバレンス的な,(愛と憎しみ等)相

対する感情を持つ 

 

ambivalence 《名》アンビバレンス,相対する感情/躊躇,

心の動揺 

  



「太るぅーッ！」とは、無駄な抵抗 
 

「 futile ぅーッ！」とは、 

 無駄な 抵抗 
 

 
 

■フュートル fjú:tl のヒント 

 デブな人ほど、「太るぅー、やばいぃー」とか、無駄な抵

抗を他人の前では見せがちである。自分一人のときこ

そ、間食を控えなさい。 

 

futile 《形》無駄な,無益な/無能な,くだらない,軽薄な 

 

futility 《名》無駄,無益/無駄な行為[言葉] 

  



レディーに当意即妙な口説き 
 

ready に 

 当意即妙な 口説き 
 

 
 

■レディー rédi のヒント 

 時々刻々の事態の変化に対応し、当意即妙な口説き

ができれば、女性にモテます。これも男の修行です。 

 

ready 《形》用意[準備]ができた/喜んで[進んで]…する

/の覚悟ができてる/しがちである/今にも…しようとして/

当意即妙な,即座の 

  



「プリッ？ストップ！！」の僧侶 
 

「 priest ップ！！」の 

 僧侶 
 

 
 

■プリースト prí:st のヒント  

 色即是空、禁欲が大事の僧侶です。若い女性の「プリ

プリッ！」の胸やお尻への興味関心欲望は全て「ストッ

プ！！」がモットーです。苦しい…。 

 

priest 《名》(キリスト教)聖職者/(一般に)祭司,神官,僧侶 

 

priestess 《名》(キリスト教以外)尼僧,巫女 

priesthood 《名》聖職,僧職/聖職者,僧侶 

priestly 《形》聖職者の,聖職者らしい 

  



後に回さぬよう、代理人を雇う 
 

attorney 回さぬよう、 

 代理人 を雇う 
 

 
 

■アトーニー ətə´:r ni のヒント 

 多忙な人は、何事も後回しになり勝ち。大事だけど面

倒な用事は、後にしないように、代理人を雇うのが良い

のだよ。 

 

attorney 《名》弁護士(=lawyer)/[法定]代理人 

  



利が、神宮に関して言えば、出ない 
 

regarding う 

 に関して 言えば、出ない 
 

 
 

■リガーディング rɪgɑ´:r dɪŋ のヒント 

 神宮球場は、収容人数も少ないしヤクルトだし早慶戦

とか六大学とか多いし屋根無いし。だから、利益に関し

て言えば、東京ドームなんかに比べるとはるかに出ない

ものである。 

 

regarding 《前》に関して,について,の点では(about) 

  



「アンダー、テクでボカシ」に着手する 
 

「 undertake でボカシ」 

 に着手する 

 

 
 

■アンダテイク ʌ`ndətéɪk のヒント 

 アンダーヘアはウチのＤＶＤはボカすのが方針なんだ

よ。だから、ハイテクでコンピュータを駆使してうまくモザ

イク入れたりしてぼかす作業に着手しました。 

 

undertake 《他》を引き受ける/を企てる,に着手する,乗り

出す/を保証する/を請け合う 

 

undertaking 《名》企業,仕事,事業/保証/葬儀屋業 

  



ヒップ＝山 
 

heap ＝ 山 
 

 
 

■ヒープ hí:p のヒント 

 まぁ簡単に言ってしまえば、ヒップは山。バストも山。

で、ウエストはくびれ。 

 

heap 《名》(積み重なるモノの)山,堆積/沢山[多数・多

量]の/大いに 

 

heap 《他》を山と積む,蓄積する 

  



院てグラリとくるのは、学歴が不可欠な条件だから 

 

integral ィとくるのは、学歴が 

 不可欠な 条件だから 
 

 
 

■インテグラル íntɪgrəl のヒント 

 男性に求める条件は様々だけど、私が最も重視する条

件は高学歴なのよ。東大大学院修了とか聞くともう、グラ

リッて心が揺れちゃうのよ。 

 

integral 《形》不可欠な,ぜひ必要な/全体の,完全な/整

数の,積分の 

 

integrate 《他》を統合する,完全体にする《自》融合する/

人種差別しなくなる 

integrity 《名》誠実,清廉,正直/全体性,無欠の状態 

  



安打毎回で徐々に痛めつける 
 

undermine 回で 

 徐々に痛めつける 
 

 
 

■アンダーマイン ʌ`ndəma´ɪn のヒント 

 なかなか点を取れない相手投手だが、安打をコツコツ

毎回打ち続けることで徐々に痛めつけることで、最後は

勝利をもぎ取った。 

 

undermine 《他》の下を掘る/の土台をこわす/を徐々に

痛めつける 

  



「寒ぅ！這うとどういうわけか寒ぅ！」 
 

「 somehow と 

 どういうわけか 寒ぅ！」 
 

 
 

■サムハウ sʌ´mha`u のヒント 

 床を這（は）うと寒い。それはね、冷気は下へ移動する

からなんだよ。「なぜか」「どういうわけか」というより、そ

ういうわけなんだよ。お馬鹿さんですね。 

 

somehow 《副》なんとかして,どうにか/どういうわけか,な

ぜかとにかく 

  



「あっ、『ドバーッ！』」、去りし敵は血だらけ 
 

「 adversary し 

 敵 は血だらけ 
 

 
 

■アドバーサリ ǽdvəsəri のヒント 

 ケンカした。「あっ」という間もなく、敵は鼻血ドバー、耳

血ドバー、動脈から血がピュー！で血だらけになって去

っていった。 

 

adversary 《名》敵,敵対者,対抗[反対]者,対戦相手 

 

adversary 《形》敵[対者]の,対抗[反対]者の,対戦相手

の,当事者の 

  



実際、プルプル震えてた弟子 
 

disciple プル 

震えてた 弟子 
 

 
 

■ディサイプル dɪsa´ɪpl のヒント 

 教祖は「逆らえば地獄に堕ちる！」と脅し、弟子たちを

マインドコントロールしていた。実際見たけど、教祖の前

では弟子たちはプルプル震えていた。 

 

disciple 《名》門人,弟子,信奉者/キリストの弟子,使徒 

  



急（せ）くわ！手に入れるまでは！ 
 

secure ！ 

 手に入れる までは！ 
 

 
 

■セキュアー sɪkjúə のヒント 

 昔、「待つわ」と言った女がいたけど、私はいい女だか

ら「急（せ）く」わ。これと決めたら「どうなの？私と結婚す

る気あるの？」。欲しい物があれば「買ってくれるの？別

れるの？」。 

 

secure 《他》を安全にする/を手に入れる,確保する/を

保証する/鍵をかける,固定する 

 

secure 《形》安全な/しっかりした,確実な/安心した/を

確信して 

  



法、常とすれば幸運をもたらす 
 

fortunate すれば、 

 幸運をもたらす 
 

 
 

■フォーチュネット fɔ´:r ʧə nət のヒント 

 法を遵守し、法に詳しいことを日頃から常（つね）とす

れば、人生に幸運をもたらすよ。少なくとも騙されたり不

利益になることは無い。 

 

fortunate 《形》幸運な,幸せな/幸運をもたらす 

 

fortunately 《副》幸運にも,幸いに(も) 

fortune 《名》運[勢][命]/運命の女神/幸運,出世/富,財

産,多額の金 

    

   



苦労した割にはどっちつかずのものに 
 

cross ぃた割には 

どっちつかずのもの に 
 

 
 

■クロース krɔ´:s のヒント 

 人生は物語どおりにはいかんのよ。苦労した割には結

果はどっちつかずのものになりがちなのよ。 

 

cross 《名》十字架/キリスト受難/苦難/折衷,中間物,ど

っちつかずのもの 

 

cross 《形》不機嫌な,怒りっぽい/横切った,交差した/反

対の 

  



イカすページ、衝撃の 

迅速さで表示！ 
 

expedition 撃の 

 迅速さ で表示！ 
 

 
 

■エクスペディション èkspədí∫ən のヒント 

 インターネットのページ表示は、重いとイラつく。ブロー

ドバンドじゃない家庭にも配慮して、イカすページでも衝

撃の迅速さで表示してくれると、ありがたい。 

 

expedition 《名》遠征,探検旅行/探検隊/迅速さ 

 

expedite 《他》(進行)を促進する/(仕事)を迅速に処理す

る/手早く片付ける 

expeditionary 《形》遠征[探検]の 

  



あぁブス、今度も逃亡する 
 

abscond も 逃亡する 
 

 
 

■アブスコンド æbskɔ´nd のヒント 

 合コンやパーティーで何時の間にやら途中で逃亡する

ブス。同情されるが怪しまれはしない。しかしその正体

は、ブスのふりした美女の泥棒であった。 

 

abscond 《自》(悪事をした容疑者等がこっそり)逃亡す

る,行方をくらます 

  



追う！美とロマンの天体の軌道を！ 
 

orbit ロマンの 

 天体の軌道 を！ 
 

 
 

■オービット ɔ´:r bɪt のヒント 

 ぼくは天体オタクの天文部部長。夜空を一晩中眺め

て、美とロマンの天体の軌道を追っています。たまにＵＦ

Ｏも見ますよ。 

 

orbit 《名》[天体の]軌道,行路/活動範囲/眼球孔,眼窩 

 

orbit 《他》の周りを軌道を描き回る,軌道を周回する 

  



「王と暮らしな！」とは独裁政治 
 

「 autocracy な！」 

とは 独裁政治 ！ 
 

 
 

■オートクラシー ɔ:tɔ´krəsi のヒント 

 独裁政治の中心たる王が、そなたの美貌を認めたの

です。さぁ王と暮らしなさい。王の喜び組の一員として、

立派に尽くしなさい！（これだから、独裁政治ってやつは

…）。 

 

autocracy 《名》独裁政治,独裁権/独裁主義国 

 

autocrat《名》独裁[専制]君主,独裁者/横暴な支配者,暴

君 

autocratic《形》独裁[専制]の/暴君的な,横暴な 

  



「債務ある」「手にはスリ」 

は同時に起こる 

 

「 simultaneously 」 

は 同時に 起こる 
 

 
 

■サイマルテイニアスリー sa`ɪməltéɪniəsli のヒント 

 債務が多すぎて泥棒に転向、手には「スリ」の職を身に

つける…。同時に起こる、転落の構図である。 

 

simultaneously 《副》同時に 

 

simultaneous 《形》同時の,同時に起こる[なされる,存在

する] 

simultaneity 《名》同時(性),同時であること 

  



穴の純潔 
 

honor の 純潔 
 

 
 

■アナァ ɑ´nə のヒント 

 処女膜はモグラに存在します。モグラは穴にもぐりま

す。自分の作った複雑な穴を逃げ回って純潔、貞節を守

るのでしょうか？ 

 

honor (発音注意)《名》名誉,名声/尊敬/体面/(女の)節

操,純潔/光栄/叙勲/儀礼/閣下 

  



パー、「シビア乱数」解読に忍耐 
 

perseverance う」 

解読に 忍耐 
 

 
 

■パーセビアランス pə`:r səvíə rəns のヒント 

 パーな情報機関員、シビアで解くのに厳しい暗号乱数

を与えられてもあきらめずに数兆通りの解読を地道に忍

耐強くこなす。さすが、パー。 

 

perseverance 《名》忍耐（力）/がんばり,根性 

  



あぁ某所にて妊娠中絶 
 

abortion にて 

 妊娠中絶 
 

 
 

■アボーション əbɔ´:∫ən のヒント 

 米国では中絶医とその医院はテロの対象である。だか

ら、中絶を手がける場所は「某所」として秘匿される場合

が多いのである。 

 

abortion 《名》妊娠中絶,堕胎/流産/(計画)失敗 

 

abort 《他》(胎児)を堕胎する,退化する/(計画)を中止す

る 

abort 《自》(妊婦が)流産[堕胎]する/(計画が)失敗する 

abortionist 《名》中絶医,堕胎医 

  



劣苦で破滅 
 

wreck で 破滅 
 

 
 

■レック rék のヒント 

 劣等感による苦痛・苦悩＝劣苦（れっく）で、挫折と破

滅 

 

wreck 《名》難破[船]/(車)衝突/(車等)残がい/破壊,破

滅,挫折/廃人 

 

wreck 《他》(船)を難破させる/を破壊する,破滅させる/

を解体する 

wreckage 《名》難破,破損/漂着物,残がい/破壊された

建物 

wrecker 《名》レッカー車/船を難破させた人/建築物解

体業者 

  



「ハックション！ 

派閥で噂されてるな！」 

 

「 faction ！ 

 派閥 で噂されてるな！」 
 

 
 

■ファクション fǽk∫ən のヒント 

 自民党の派閥の代替りは下克上だ。田中下派は私、

竹上が乗っ取る。ハックション。うーん、くしゃみがとまら

んとは、派閥の中でも既に噂になってるようだ。 

 

faction 《名》派閥,党派/党争,内紛/実話小説 

 

factional 《形》党派の 

  



千転する判決 
 

sentence る 判決 
 

 
 

■センテンス séntəns のヒント 

 帝銀事件、狭山事件だけではない。有罪か無罪か。再

審につぐ再審。二転三転どころか百転、いや千転する判

決！（んなこたあない）。 

 

sentence 《名》文[章]/(刑の)宣告,判決/刑 

 

sentence 《他》に判決を下す/(人)に宣告する 

sententious 《形》気どった,お説教口調の/金言/故事を

よく引用する 

  



利減（べ）り、女たち反乱 
 

rebellion なたち 反乱 
 

 
 

■リベリオン rɪbéljən のヒント 

 ヤクザのショバ代、用心棒代のピンはねがひどく利減

（べ）りが激しく、コロンビア人、フィリピン人の女たち、つ

いに反乱。平成歌舞伎町の乱。 

 

rebellion 《名》(政府に)反乱/(権威等へ)反抗 

 

rebellious 《形》反逆の,反乱を起こした/反抗的な 

rebel 《自》(政府に)反逆する,反乱を起こす/(権威等へ)

反抗する 

  



「古（いにしえ）」とされる、秘伝を授けられた日 
 

「 initiate される、 

 秘伝を授けられた 日 
 

 
 

■イニシエイト ɪní∫iət のヒント 

 一子相伝、秘伝の術、華道から茶道、武術まで、その

秘伝を授けられた日が「遠い遠い古（いにしえ）」とされる

ことは、ざらにある。ケンシロウ！アタタタタ！ 

 

initiate 《形》秘伝[手ほどき]を授けられた/(会員が)新

入会の 

 

initiate 《他》を始める創始する/(秘伝)を授ける/の手ほ

どきをする/の入会式を行なう 

initiation 《名》開始,創業/入会/手ほどき,[秘伝の]伝授 

  



「婆（ばあ）」軸とし、評決 
 

「 verdict し、 評決 
 

 
 

■バーディクト və´:r dɪkt のヒント 

 その陪審団の中では、ある婆さんが軸となり圧倒的な

影響力を持っていた。いよいよ評決。婆さんを軸に結束

した陪審団は無罪の評決を出したのだった。 

 

verdict 《名》(陪審の)評決,答申/(公正な)判断,意見 

  



「字、スペル」の 

不安を払いのける 
 

「 dispel の 

 不安を払いのける 
 

 
 

■ディスペル dɪspél のヒント 

 ちゃんと英字は読めるか？英作文ではスペルミスせず

書けるか？試験前の不安を dispel を覚えて払いのけ

る。 

 

dispel 《他》不安を払いのける,疑いを晴らす/(霧等)を追

い散らす 

  



「アイドルだった」なんて無意味な 
 

「 idle だった」なんて 

 無意味な 
 

 
 

■アイドル a´ɪdl のヒント 

 昔は昔、今は今。ねぇマッツ？トスちゃん？まぁせいぜ

い「あの人は今」で頑張ってね。 

 

idle 《形》使われてない/何もしない,暇[怠惰]な,仕事の

ない,遊んでいる/目的のない,無意味な 

 

idle 《自》空運転する/怠けて遊ぶ 

  



「江戸＝傍系」との主張者 
 

「 advocate の 主張者 
 

 
 

■アドボケイト ǽdvəkèɪt のヒント 

 「皇室こそ本道であり、江戸幕府なんぞ所詮、政治の

傍系に過ぎぬ」とは尊王主義者の主張。「江戸徳川家な

ど所詮傍系であり、本当の主流は尾張、水戸、紀州徳川

家である」との主張者は御三家の人々。 

 

advocate 《名》(主義)主張者,唱道者/弁護者[士] 

 

advocate 《他》(主義)を主張[唱道]する/を支持する,擁

護[弁護]する 

  



コーヒー、渋みと密着する旨味（うまみ） 
 

cohesive みと 

 密着する 旨味（うまみ） 
 

 
 

■コーヒーシブ kouhí:sɪv のヒント 

 コーヒーは、渋みと旨味がうまく密着して、不可分なの

である。だから渋い男がよく似合う。 

 

cohesive 《形》密着[密接]する/粘着性の/凝集力のあ

る 

 

coherent 《形》(議論)筋の通った,理路整然とした/密着

[結合]した 

cohesion 《名》結合,粘着 

  



「間（ま）に屁す！」って、ショーで表明！ 
 

「 manifestation で 表明 ！ 

 
 

■マニフェステイション mӕ `nəfəstéɪ∫ən のヒント 

 「こんばんは。自由自在に好きなときに屁をこける芸

人、ゴル松村です。今日はコントのちょっとした間（ま）に

屁します。皆さん、ショーを楽しんでいってください！」と

最初に表明。 

 

manifestation 《名》表明,明示/現われ,兆候/示威行動 

 

manifesto 《名》(政府･政党･個人)宣言書,声明[書],マニ

フェスト 

manifest 《形》明白な,判然とした《名》[船]荷物[目録]/

乗客名簿 

manifest《他》を明らかに示す,を表わす/を証明する/現

われる 

  



数タンバリン合わず、よろける 
 

stumble ィン合わず、 

 よろける 
 

 
 

■スタンブル stʌ´mbl のヒント 

 タンバリンでリズムを取って、みんなで行進！。でも数

人のタンバリン担当が中々タイミングと拍子を合わせら

れず、全員でズッコケ！よろける。 

 

stumble 《自》(…に)つまずく,よろける/つかえる/偶然遭

遇する 

 

stumble 《名》つまずき/過失,失策,まちがい 

stumblingly 《副》よろけながら/つかえ[どもり]ながら 

  



八種もの鎮静剤で 

静かにさせる 
 

hush もの鎮静剤で 

 静かにさせる 
 

 
 

■ハッシュ hʌ´∫ のヒント 

 鎮静剤を八種類、睡眠薬四種類全部使ってやっと静か

になった、ホッケーマスクの怪人。 

 

hush 《他》静かにさせる,黙らせる,落ち着かせる 

 

hush 《名》静けさ/もみ消し 

  



「出るじゃん！」は妄想 
 

「 delusion ！」は 妄想 
 

 
 

■デルージョン dɪlú:ʒən のヒント 

 幽霊はいません。妖怪や亡霊もいません。「出るじゃ

ん！」と騒いでいる輩はすべて妄想です。 

 

delusion 《名》迷い,惑い/妄想/思い違い 

 

delude 《他》惑わす,欺く/思い違いをする/裏切る 

  



「取らんさ！」、苦笑して議事録戻す 
 

「 transaction して、 

 議事録 戻す 
 

 
 

■トランサクション trænsǽk∫ən のヒント 

 決議の後々の証拠になる議事録は厳密な管理が要

る。議決に反対の人が議事録を手にすると、「あ、お前、

取ろうとしただろ！」「取らんさ、そこまでやるかよ」と苦笑

して戻す羽目に…。 

 

transaction 《名》取り扱い,取引/処理/報告書,議事録,

会報 

 

transact 《他》取引する/解決する/行う,処理する 

  



プロ、「ボケ！恥部！」 

とは挑発的な 
 

provocative ！」 

とは 挑発的な 
 

 
 

■プロボケチブ prəvɔ´kətɪv のヒント 

 プロレスや真のエンターテイナーは、試合前から乱闘

騒ぎ。さすが、プロ！。「こぉらぁ、このボケ！人類の恥

部！」と罵倒して挑発的な態度をとる！。 

 

provocative 《形》刺激的な,挑発的な/人を怒らせる 

 

provoke 《他》を怒らせる/(感情)を起こさせる,を誘発す

る/を刺激し…にする 

  



「リングある？言葉のあやなの？」 
 

「 lingual ？ 

 言葉の あやなの？」 
 

 
 

■リングウァル líŋgwəl のヒント 

 ずっと好きだ、永遠の愛を誓うってほんと？結婚の証、

婚約指輪、リングある？それともそれって言葉のあや？

あとでそう言うつもりなの？ 

 

lingual 《形》言葉の,言語の/舌の 

 

linguistic 《形》言語の,言葉の/語学上の 

  



味、唇や舌で適切な形容詞探す 
 

adjective ぃるや舌で 

適切な 形容詞 探す 
 

 
 

■アジェクティブ ǽdʒɪktɪv のヒント 

 料理評論家としては、番組上ここで、「まったりとした」

「繊細な」「とろけるような」とか適切な形容詞で料理を表

現せねばならん！うう、困った！ 

 

adjective 《名》形容詞《形》形容詞の 

 

adjectival 《名》形容詞的語句《形》形容詞の 

  



明示！提唱！瞑想を 
 

meditation ！ 瞑想 を 
 

 
 

■メディテイション mèdətéɪ∫ən のヒント 

 密教のエッセンスはずばり、瞑想（めいそう）である。は

っきり明示してるし、繰り返し提唱されている。瞑想こそ

が全ての鍵である。 

 

meditation 《名》瞑想,黙考,黙想/瞑想録 

 

meditate 《他》をもくろむ,企てる《自》瞑想する/熟考す

る,黙想する 

meditative 《形》黙想[めい想]の/黙想にふける 

meditatively 《副》黙想して,物思いにふけって 

  



「出入り」バレて、計画的な犯行と分かる 
 

「 deliberate ぇ、 

 計画的な 犯行と分かる 
 

 
 

■デリバレット dɪlíbərət のヒント 

 重要参考人の Dr.K は、某モデル嬢宅付近への出入り

が普段からあったのがばれて、偶然の出会いを装った

計画的な口説きであったのが分かってしまった。 

 

deliberate 《形》熟考した/故意の,計画的な/慎重な/落

ち着いた 

 

deliberate 《自》熟考する/審議する《他》を熟考する/を

審議する 

deliberation 《名》熟考,熟慮/審議,討議/慎重,細心  



虎射んが、苦しいみたいだ 
 

trying ぁ、 

 苦しい みたいだ 
 

 
 

■トライイング tra´ɪɪŋ のヒント 

 その部族は虎を弓で射（い）るということだ。だがなかな

か死なず、虎は苦しいみたいだ。 

 

trying 《形》骨の折れる, 苦しい, つらい/ 腹立たしい 

  



「あぁん、そりゃ『ポロッ』じゃ！ 

人類学のポイントじゃ！」 
 

「 anthropology ゃ！ 

 人類学 のポイントじゃ！」 
 

 
 

■アンスロポロジー ӕ `nθrəpɔ´lədʒi のヒント 

 人類学で、タマタマポロッ、オッパイポロッの『ポロッ』は

とても重要なんじゃよ。原始人は性器をポロッと何気なく

見せて相手を誘っとるんじゃよ。それの壁画じゃな。 

 

anthropology 《名》人類学 

 

anthropologist 《名》人類学者 

anthropological 《形》人類学の,人類学上の 

  



アザはいずれ取れば、 

その他の点ではもう別人だ！ 
 

otherwise れ取れば、 

 その他の点では  

もう別人だ！ 
 

 
 

■アザワイズ ʌ´ðəwa`ɪz のヒント 

 逃亡のために完全に整形が成功した！あとは生まれ

つきのいくつかのアザをいずれ取れば、その他の点では

もう完全に以前とは別人だ！ 

 

otherwise 《副》別の方法で,と違ったふうに/そうしなけ

れば,さもなければ/その他[それ以外]の点では 

  



異例･苦笑の建造物 
 

erection の 建造物 
 

 
 

■イレクション ɪrék∫ən のヒント 

 宗教系、特に新興宗教はとんでもない建造物を作った

りする。その形からしてまさに、異例、苦笑の建造物が

多いね。 

 

erection 《名》直立,起立/建設/建物,建造物/(男性器)

勃起 

 

erect 《他》[建物]を建てる,建設する/を立てる,直立させ

る 

  



「これスッポンです」と通信文 
 

「 correspondence 」 

と 通信文 
 

 
 

■コレスポンデンス kɔ`rəspɔ´ndəns のヒント 

 スッポンがクール宅急便で送られてきた。で、通信文に

「これスッポンです。奥さんと仲良くね」と書いてあった。

いったい誰が…。 

 

correspondence 《名》一致,該当/通信[文],文通,書簡 

 

correspondent 《名》文通相手/通信員,特派員/取り引き

先 

  



どえらいことを 

ずっと考えている 
 

dwell ぁいことを 

 ずっと考えている 
 

 
 

■ドゥウェル dwél のヒント 

 今の自分は仮の自分。どえらいことをしてやる！いつ

か本当の自分を見せてやる！どえらいことをずっと考え

ている天才の俺。ヒッキーすれすれ。 

 

dwell 《自》住む/(on)ずっと考えている,思案する/(on)詳

述する/休止する 

 

dweller 《名》居住者,住人 

dwelling 《名》住居,家/住所 

  



「大？ありゃー！下痢や！」 
 

「 diarrhea ー！ 

 下痢 や！」 
 

 
 

■ダイアリア da`ɪərí:ə のヒント 

 大のほうをしようとしたんや！でも、ありゃー！下痢や

ったんや！そりゃ、びっくりしたでぇ！ 

 

diarrhea,diarrhoea 《名》下痢 

  



地（じ）を見取り、幾何学模様発見！ 
 

geometry 、 

 幾何学 模様発見！ 
 

 
 

■ジオメトリー dʒiɔ´mətri のヒント 

 飛行機に乗っていたら、地面になにやら図面みたいな

物が見えた！それを見取り図に描いてみたら見事な幾

何学模様発見！第２のナスカか？ 

 

geometry 《名》幾何学 

 

geometric 《形》幾何学[図形]の,幾何学的 

geometrically 《副》幾何学的に 

  



「パーティー来るわ！ 

特にこの点に気をつけて！」 
 

「 particular わ！ 

特にこの   点 

に気をつけて！」 
 

 
 

■パーティキュラ pətíkjulə のヒント 

今日は商談の相手の大物、DR.Kが出版パーティに来る

わ。特に料理とお相手するモデルとあとこの点とあの点

に気をつけて！次の作品はうちから出してもらうのよ！ 

 

particular 《形》特にこの,他でもないその/特別の,異常

な/詳細な/好みのうるさい/個人の 

particular 《名》点,項目/詳細,詳しい事実 

 

particularly 《副》特に,とりわけ/格別に,大いに 

  



※以下は書籍版発刊当時の前書き、目次、その他エッ

セイなどをそのまま転載しています。 

 ですので、書名、レベル等が多少、異なっていますの

で、電子版の前書き（上記記述）をご参照ください。 

 

 

  著者からの御挨拶、この本の使い方・特徴   

 

初めて私たちの本をご覧になっていただいた方々も、

再びお会いした読者の方々も、こんにちは。私たちはゴ

ロあわせで記憶する受験学習参考書である「Ｖシリーズ」

の作者集団、Dr.K & TKO プロジェクトです。私たちの紹

介は本のカバーか最終ページをご覧いただくとして、さっ

そく Q&A方式でこの本のご案内をしましょう。 

 

Q：よく知らない著作者だけど、今までどんな参考書を執

筆してきたの？ 

A：では、我々の過去の大学受験,TOEIC 向け作品全９

冊をご紹介します。 

●ゴロで覚えるＶ英単語 1200  

 KKベストセラーズから出版 

●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 

●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 

これらの学習参考書はおかげ様で発売後わずか数年

で増刷延べ約 70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。 

 

Q：この本はＶワードやゴロ 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 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。ゴロあわせがある英単語以外の部分＝

派生語は一部重複します）。従って既にＶワード、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 670 組、派生語合わせ約

1300語になります。 

 

Ｑ:英単語は既に 5 冊発刊されて、ゴロあわせも約 3,100

語分も出版されている。今回で 3,800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 3,100単語とい

っても、「英単語と意味の組み合わせ」が 3,100 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 3,100「組」は決して 3,100「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。ですから今回で

3,800「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 5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：まず一つは、シリーズ全体で今まで必ずしも十分カバ

ーしきれていなかった一部の「基本英単語」の徹底的な

補強、強化を行うためです。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

強いニーズが顕在化した、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。 

 

二つ目は基本単語なのに様々な意味を持つ「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、

入試は選抜試験であること、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の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

９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、さらに加えるべ

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。「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：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（「入門」

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 

TOEI

C 
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 
 

基本Ⅲ 1200 46 440 
準 2

級 
 

ゴロ 1200

Ⅰ 
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 
 

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 

 

ゴロ 1200

Ⅱ 
2800 58 600 2 級  

ゴロ 1200

Ⅲ 
3000 60 625 2 級 

大東亜帝

国 

必修Ⅳ 3300 62 650 2 級 日東専駒 

上級Ⅰ 3600 64 675 2 級 MARCH 

ゴロ 1200

Ⅳ 
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。 

 

なお、この本を全てクリアすれば、基本英単語は勿論、

以下のようなハイレベル大学受験英単語も楽々こなせる

ようになります。すごいぞ、君！ 



coherent,deteriorate,devastate,simultaneous,intrigue,h

ypothesis,cohesive,ingredient,abuse, 

accommodate (× 3),comprehensive (× 3),stiff (×

4),shed (×4), addiction… 

 

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（この本）」→「必修

編」と「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上級編の

第Ⅱ章レベルまでは全部必ず覚えてください。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

に学習したほうがベターです（必修編やゴロ 1200のレベ

ルは一部近いものがあります）。 

 

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 1999 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、双方に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：英単熟語集では異例中の異例である 7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、某 D、ST、

SD、TT、TO といった「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、

各々の単語集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

よう天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

ニーズに応えられるのが、「究極の単語集」と化した 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 7 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）を、改定版も含め完全

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「入門英単語」をはじめとする V シリーズ全体

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。 

●類書でダントツの単語のカバー率。この本で英単熟語

ゴロあわせトータル約 4,300 語、派生語を含めて約



7,200語に達しました。7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！ 

 

●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。 

 

●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シリーズである。 

 

●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。 

 

●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

文や歴史などの他科目まで通用するのです。 

 

●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。 



 

●配列が絶妙。まず最初に、赤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：単語の意味は覚えていても、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

ズのゴロあわせ自体の価値は言うまでもありませんが、

シリーズ全体で既に計 7 冊にもなったことから、通常の

英単語集としても、きわめて深度の深い価値のあるもの

となりました。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。何周も学習するうちに

自然と身につきます。大丈夫！任せなさい！ 

 

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：結局、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：ゴロあわせで記憶なんて、邪道だし誰もやっていな

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、なおかつ近々累計延べ一千万人

の利用を超えるのは確実です。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

なっていないのは、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：他の本で使った赤シートが透けてしまう。どうしたらい

い？ 

Ａ：何枚かを二枚、三枚重ねにするか、折り曲げて使っ

てください（シート対応より赤印刷のインパクトを優先して

います）。 

 

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

えるよう努力したいと考えています。なお、各通販サイト

(アマゾン、イーエスブックス、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、そのようなご意見、

ご感想もお寄せいただければ幸いです（もちろんご批判、

ご叱咤でも構いません）。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「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、アマゾンやイーエスブック

ス等のネ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 
 

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


もくじ 

 

Part１ 

ゴロⅤ入門英単語 入門編 

「あーぁ、単語覚えなくっちゃ…」。半信半疑で開いたこの

本なのに、なんと！あの有名英単語集×××と違ってス

イスイ覚えられちゃう！英語学習で単語記憶の必要性を

初めて感じたときに覚えるべき 172 語。これが一瞬にし

て身につくこのゴロあわせ学習法に、素直に驚き感動し

てください！ 

 

Part２ 

ゴロⅤ入門英単語 基礎編 

「あれほど嫌だった単語記憶が面白くなってきた」。こう

思い始めた今こそ、一気にたたみかけるように記憶すべ

き 166 語。「こんなに楽しく簡単に英単語が記憶できちゃ

う私って実は天才？ひょっとして私って英語好き？」。こ

こをクリアして新たな自分、知らなかった自分と出会って

下さい。 

 

Part３ 

ゴロⅤ入門英単語 基本編 

「この単語は知っていたはずなのに、こんな意味もあった

のか！」。「あ！1 回、間違えてほったらかしだった単語

だよ！ここで覚える機会を得られてラッキー！」。深遠な

学問の深さに少しだけ触れると共に、知識を確実に確認

できるようになる 163 語。調子に乗ったあなたは無敵感

にあふれ、「凄い自分」に感動し、「勉強」はいよいよ軌道

に乗ってきます！ 

 

Part４ 

ゴロⅤ入門英単語 標準編 

「見たことあるけど、思い出せない！」。「これこれ！この



単語を覚えたかったんだよ！」。そういう単語がいっぱい

集まって 169 語。過去千年間、誰一人として解けなかっ

た数学の難問が、たった今解決されたがごとく、爽快感

でスッキリ出来ると同時に、確固たる単語力への自信・

確信が芽生え、明日への希望につながります！ 

 



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ＴＫＯ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、

http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm
http://homepage3.nifty.com/drk/index.htm


その際は検索サイトで「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。 

 

mailto:drkdrk@yahoo.co.jp


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、図書館、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…。 

 

 



カバー折り返し前ページの
PR文 
 

この本＝「ゴロ V 入門英単語」の、ココだけのスゴイ秘

密！ 

 

一．自然で愉快なゴロあわせ、豊富なイラスト、適確な単

語選択が特色の、類書で最も売れている英単語の V

シリーズの新刊！ 

 

一．普通の単語集を何冊買っても途中で投げ出してしま

った君でも、これなら楽々最後まで覚えられる！スイ

スイ進む！ 

 

一．「これってほんとに参考書？」。随所に光る高い娯楽

性が、飽きのこない持続性と集中力、リラックスを生

む！ 

 

一．伝説のベストセラー、「Vワード（全４冊）」、「ゴロで覚

える V 英単語 1200」と単語・内容は重複しないので、

安心して覚えられる！ 

 

一．今回は、基礎単語の徹底的な補強・強化を目指すと

共に、多義語の重要な意味をいくつでも記憶できる

よう単語をセレクト！ 

 

一．大学受験はもちろん、TOEIC、英検にも十分対応！

永久保存版！ 

 

一．続々と届く体験者たちの成功談に続け！実績が、売

り上げが、伝統が物語る、圧倒的効果！ 

 

一．原作はあの Dr.K（慶大医、東大文Ⅱ等合格）。彼の



体験的学習法なので効果は当然。 

 

一．とにかく、数ページでいいからパラパラと読んでみ

て！読めばもう抜けられなくなる V シリーズワールド

が君を待つ！ 

 

 


