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(1) <adj> theoretical; not concrete; nonrepresentational、抽象的な
abstract
★ab, a(from, away, apart) + trah, tract, treat(to draw(引く、寄る))
【同根語：attract, contract】 ※ラテン語「…から引き出す」の意 （
abs-＋tract-, trahere 「引っぱる」）； 【名】 abstraction
⇔concrete
(2) <adj> obscure; profound; difficult to understand、難解な、深遠な abstruse
★ab, a(from, away, apart) + trud, trus(to thrust、push、urge(押す
)) ※abs-(＝away) ＝ 押しやる、隔たれた、隠されてはっきりしな
い
(3) <v> applaud; announce with great approval、（人に）盛んな喝采を acclaim
送る ★ad, a, ac, af, ag, al, an, ap, ar, as, at(to, toward) + clam,
clamat, claim(to declare（宣言する）、to call out（大声で叫ぶ）、
to cry out（大声で叫ぶ）)【同根語：claim, exclaim】 ※clamor「喧騒
」と同根で「叫ぶ」という意味。
(4) <n> award of merit、栄誉 ★ ※関連語 collar（襟、（勲章の）首飾
り章）

accolade

(5) <adj> boring or ordinary : not interesting; hackneyed;
commonplace; trite、陳腐な ★ ※ban「禁止令」と同根で「公に言
う」が原義、（古期）フランス語「（封建制で）奉仕に関する」→「社
会全体の利用に供される」→「平凡な」の意； 【名】 banality

banal

(6) <v> contradict; give a false impression、～と矛盾する、（実際の
姿を）偽って[間違って]示す[伝える] ★ ※be-＋lie（うそ）

belie

(7) <adj> generous; charitable、慈悲深い ★ben, bon(good)【同根語： benevolent
benefit】 + vol(wish) ※benevolence＋-ent
(8) <adj> kindly; favorable; not malignant、親切な、温和な、良性の
★ben, bon(good)【同根語：benefit】 ※ラテン語「親切な」の意

benign

(9) <v> harm someone's reputation; malign、～を中傷する、～の名誉 defame
を毀損する ★de(from, away from, of, out of)【同根語：depress,
deodorant, declaim, deceive, demerit, detract】 + fa, fat, fam(talk,
tale（物語）)【同根語：fame, famous, fable】
(10) <n> courteous regard for another's wish、服従、尊敬 ★de(from, deference
away from, of, out of)【同根語：depress, deodorant, declaim,
deceive, demerit, detract】 + fer, fat(to carry, bring(運ぶ), bear(実
を結ぶ, 耐える))【同根語：ferry, transfer】
(11) <v> portray、～を描写する ★ ※ラテン語で「略図を書く」の意； 【 delineate
名】 delineation
(12) <v> condemn; criticize、非難する ★de(from, away from, of, out
denounce
of)【同根語：depress, deodorant, declaim, deceive, demerit,
detract】 + nunti, nunci, nounce, nunci(to declare（宣言する）, to
warn（警告する）)【同根語：announce, pronounce】 ※ラテン語「反
対の宣言をする」の意 （de-＋nuntiāre 「告げる」）； 【名】
denunciation, 【形】 denunciatory
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(13) <adj> selective in choosing from a variety of sources.、取捨選択 eclectic
する ★ex, e(out, out of) + lec, lect, leg, lig, lex(to choose, to
gather, to read)【同根語：collect, select, elect】 ※ギリシャ語 ‘
selective' の意
(14) <adj> exuberant; bubbly and excited、生き生き[はつらつ]とした、 effervescent
発泡性の ★ex, e(out, out of) + fer(v)(to boil(沸騰する))【同根語：
fervent, ferment】 + esce(「…し始める； …になる, …化する」の意
の動詞語尾)【同根語：coalesce, effervesce】
(15) <n> addition of details; intricacy、（追加した）詳細 ★ex, e(out,
out of) + labor, laborat(to work)【同根語：laboratory】

elaboration

(16) <adj> overjoyed; in high spirits、（～に）大得意の ★ex, e(out, out elated
of) ※ from ē (“out of”), short form of ex, + ferō (“carry, bear”)
(17) <v> make less difficult、容易にする ★fac, fact, fic, fec, fect,
fig(to make（作る）, to do（する）)【同根語：factory, fiction, figure】
※facility＋-ate（「…させる」「…する」の意の動詞語尾）； 【名】
facilitation

facilitate

(18) <adj> misleading、誤まった推論に基づく ★fall, fals(deceive(欺く)) fallacious
【同根語：false】 ※fallacy（誤った考え）＋-ous

(19) <n> excessive zeal、熱狂、狂信 ★ ※
fanatic（ラテン語「霊感を与えられた」の意） + -ism

fanaticism

(20) <adj> difficult to please; squeamish、気難しい ★ ※from Latin
fastīdiōsus scornful, from fastīdium loathing, from fastus pride
+ taedium weariness

fastidious

(21) <v> start; initiate; install in office、開始する、発足する ★in, il,
im, ir(in, on, into, in＝en(＝make)) + avi(bird（鳥）)【同根語：
aviation】 ※ラテン語「占いによって事を始める」の意

inaugurate

(22) <adj> uninterrupted、絶え間のない ★in, ig, il, im, ir(not) + cede, incessant
ceed, cess(to go（行く）、to yield（負ける）、to surrender（降服する
）)【同根語：proceed, process, ancestor】 ※行ってしまわず、また
戻ってくる
(23) <adj> not essential; minor、～に付随して起こる、主要でない、付
随的な ★in, il, im, ir(in, on, into, in＝en(＝make)) + cad, cid,
cas(to fall(落ちる, 倒れる))【同根語：cascade, accident】 ※
incident 【名】＋-al

incidental

(24) <adj> cutting; sharp、［よい意味で］（言葉・批評などが）鋭い ★
incisive
in, il, im, ir(in, on, into, in＝en(＝make)) + caed, cid, cis(to cut(切
る))【同根語：decide, decisive, decision, concise, precise, suicide】
※cut in
(25) <v> start a fire; inspire、火をつける ★ ※関連語 enkindle,
kindling, rekindle、参考 candle

kindle

(26) <adj> brief and to the point、簡潔な、（人が）むだ口をきかない
★ ※Laconia /ləkóHniə ｜ -kəH/ （＝Sparta） の人は言葉が簡
潔であるといわれたことから

laconic
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(27) <v> grieve; express sorrow、嘆く、悲しむ ★ ※ラテン語「泣く」の
意； 【形】 lamentable, 【名】 lamentation

lament

(28) <v> lose animation; lose strength、思い焦がれる、不活発になる
★lax, lyse(to loosen(ゆるめる))【同根語：relax】 ※ラテン語から；
【名】 languor

languish

(29) <adj> superficial; not thorough、おざなりの、いいかげんな ★
perfunctory
per(through, by, for, through) + fung, funct(a performance（動作、
性能）) ※per- "through" + fungi "perform"
(30) <adj> marginal; outer、周辺の ★peri(around) ※periphery（周囲、 peripheral
ギリシャ語「運び回ること」の意）＋-al
(31) <n> agitation、動揺 ★per(through, by, for, through) + turb(to
shake)【同根語：disturb】 ※perturb（かき乱す）＋-ation、from
per (“through”) + turbare (“to confuse, disturb”).

perturbation

(32) <adj> spread throughout; permeating、しみ通る；広がる ★
per(through, by, for, through) + vad, vas(go)【同根語：invader】 ※
pervade（しみ込む） の形容詞形

pervasive

(33) <v> correct、修正する ★reg, rig, rect(to rule, guide(支配する, 統 rectify
治する); right(正しい))【同根語：regulate, correct, direct】 + fac,
fact, fic, fec, fect, fig(to make（作る）, to do（する）)【同根語：
factory, fiction, figure】
(34) <adj> superfluous; excessively wordy; repetitious、余分の、（表現 redundant
が）冗長な ★re(again, back) + und(to rise in waves（波立つ）, to
flood（あふれる）) ※流れ帰る
(35) <v> disprove、論破する、やりこめる ★re(again, back) + fute(to
repel(反発する))【同根語：refute】 ※「殴り返す」というのが原義

refute

(36) <v> banish; consign to inferior position、追いやる、格下げする ★ relegate
re(again, back) + leg, legat(appoint(任命する), send(送る))【同根
語：delegate】
(37) <n> person who is indifferent to pleasure or pain、禁欲主義者 ★ stoic
※ギリシャ語 sto" ‘porch' から； ギリシャの哲学者 Zeno がアテ
ネの sto" で教えたことによる
(38) <v> make numb; stun; amaze、（人を）無感覚にする、びっくりさせ
る ★ ※【形】 stupefacient, 【名】 stupefaction

stupefy

(39) <adj> yielding; timid、（人の）言いなりになる ★sub(under) + mitt,
miss(to send（送る）)【同根語：transmit, transmission】

submissive

(40) <n> nicety; cunning; guile; delicacy、微妙さ、巧妙 ★sub(under) + subtlety
tex, text(to weave(織る)) ※subtle（微妙な、ラテン語「見事に織ら
れた」の意）＋-ty

