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309 □ progress ■名 進歩，発展，前進
  名 [prάgrəs] ■動 前進する，進歩する
  　プラグレス  a in progress 進行中で
  　   a make progress 進歩する

310□ request ■動 ～を頼む，求める 
  [rikwést] ■名 要求，要請
  ゥレクウェス（トゥ）  a request A to do 　Aに～するよう頼む

311  □ value ■名 ①価値　②価格
  [vǽljuː] ■動 ～を評価する
  ヴァリュー   派生語 1 valuable　■形 貴重な
    a of value　価値のある

312□ vary ■動 変わる，異なる
  [véəri]   派生語 1 variety ■名 多様性
  ヴェアゥリ various ■形 いろいろな
  　 variable ■形 変わりやすい
    a vary in ～　～において異なる

313 □ major ■形 ①大きいほうの　②主要な
  [méidʒər] ■名 専攻
  メイヂャァ ■動 専攻する（in）
  　   派生語 1 majority ■名 大多数
  　   反意語 1 minor ■形 小さいほうの
    
314□ minor ■形 ①より小さい　②重要でない 
  [máinər] ■名 ①副専攻　②未成年者
  マイナァ   派生語 1 minority ■名 少数（派）
  　   反意語 1 major ■形 大きいほうの
    a minor issue 　とるにたらない問題

I am making progress in regards to requesting my owner to 
take me for a walk.
散歩に連れて行ってくれるように飼い主に頼むことに関して, 
私はどんどん上達している。

The value of a dog as a pet varies from one culture to 
another.
ペットとしての犬の価値は文化によって異なる。

I majored in politics at the university.  
My minor was dog psychology.
私は大学で政治学を専攻していました。副専攻は, 犬の心理学でした。

動 [prəgrés]
　プラグレェス

バリューセットの 
valueだよ。

メジャーリーグ
（major league）で
おなじみ。

私を散歩に連れてって…。 うる♥

うる

見て，あの犬王様みたいよ。

大事にされているの
ねえ。どんなもの食べ
てるのかしら。

キミは今，「ご飯まだか
な～」と考えているね。

バリ
4 4

バリ異なる
4 4 4

ぜ！
と覚えよう。

図星！

アクセント注意！
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637□ whereas ■接 ～であるのに，～に反して
  [hweərǽz]     類義語 1 while ■接 ～である一方，～する間
  ウェアエァズ       although ■接 ～であるが
         though ■接 ～であるが

638□ whisper ■動 ささやく，ひそひそ話をする
  [hwíspər ] ■名 ささやき声   
  ウィスパァ

639□ crew ■名 （飛行機，船などの）全乗組員，搭乗員
  [krúː] 
  クルー

640□ debt ■名 ①借金，負債　②借り
  [dét]    abe in debt to A　Aに借りがある
  デッ（トゥ）

What was the name of that song that goes something like
“Dogs run outside， whereas cats lie asleep in the kotatsu”?
「犬は外で走り，一方，ネコはこたつで寝転がる」っていう感じの曲の名前は何でしたか？

I thought I heard my dog whisper，“This is just between 
you and me， but ...”
私は犬が「これは私とあなただけの秘密ですが……」とささやいたように聞こえた。

That dog thinks he is one of the crew members.
その犬は自分を乗務員の 1人であると思っている。

Some people spend more than they earn and get into 
debt when they pay by credit card.
クレジットカードで支払いしていると，自分のかせぎよりも多く使ってしまい，借金を作る人も
いる。

集合的に，1つの乗り物の乗務員全体を表す（乗客は除く）。

発音に注意 !

「イヌネコサンバ」じゃなかったっけ？

実は，ここだけの話，
私，恋をしてしまった
んです…あなたに。

スキッ

ひょええ！ べろべろ

おもな活動場所は
千葉県浦安です！

では私，そろそろ
次のフライトが
ありますので。

私，飼い主の借金を
返すために芸人にな
ることを決めました‼
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805□  explore ■動 ①～を探検する　②～を調査する
   [iksplɔːr ]    派生語1 exploration　■名 探検　
   エクスプローァ

806□  facility ■名 ①設備，施設　②容易さ
   [fəsíləti]    派生語1 facilitate　■動 ～を容易にする
   ファスィリティ

807□  float ■動 浮く，浮かぶ
   [flóut]    反意語1 sink　■動 沈む　■名 （台所の）流し
   フロウ（トゥ） 
       
　
808□  ideal ■形 理想の，理想的な　■名 理想
   [aidí(ː )əl]    派生語1 idealize ■動 ～を理想化する
   アイディーォ            idealist ■名 理想主義者
aideal and reality　理想と現実

809□  illustrate ■動 ①～を説明する，例証する
   [íləstreit]   ②さし絵をいれる
   エラストゥレイ（トゥ）    派生語1 illustration　■名 実例，さし絵
　　        aillustrate A with B
            AをBで例証する

I like to explore new territories.
私は新しい縄張りを探検するのが好きです。

It,s unfair not being able to enter public facilities! 
公共施設に入れないなんて不公平です !

I,d like to try floating in space.
宇宙に浮かんでみたいなあ。

He is my ideal mate.
彼は私の理想的な相手です。

That old story illustrates how important it is to cherish 
dogs.
その昔話は，犬を大事にすることがどれだけ重要かを物語っている。

①の意味ではふつう複数形で使うよ。

アクセント注意 !

Internet Explorer は，パソコンでネット上を探検するためのソフト。

コーヒーフロートって，コーヒーの上にアイスクリームが浮いて
4 4 4

いるよね。 

日本語の「イラスト」は，この illustrate からきているよ。

今日はカジノに
行ってこよ～っと♪

あなたの白と黒と茶のバラン
スがスキなの

…というわけで，飼い主に
「ここ掘れワンワン」と
言うとかわいがってくれるぞ。

こんな派手な帽子
かぶってるからかしら？

宇宙がムリなら
まずは空中浮遊 !

成長すると変わっちゃ
うよ，ソレ…。




