blood pressure: 血圧
one's heart rate: 心拍数
ostrich: ダチョウ
rhinoceros: サイ

cultivated acreage: 耕地面積
an element: ~ 気味、多少
empathy: 共感、感情理解
Family temple: 菩提寺

self-esteem: 自尊心

solemnly: 厳かな

injection: 注射

hunt for property: 物件をあさる

chimney starter, making a

*UFO stands for

fire: 火起こし
bangs: 前髪
bossy: 親分面をする、制圧的な
three-legged race: 二人三脚
an addition: おまけ（追加の意）
give a drive: 運転する

(ex. "Can you give me a drive to the mall?")

give it a shot/give it a try:
やってみる

: Unidentified Flying Object

life-time employment /
permanent employment

: 終身雇用

childcare leave: 育休
paternity leave: 父親の育休
bullied child: いじめられっ子
(Japanese) soup stock: 出汁
Sophomore: 2 年生

cope with A: A と付き合う、関わる

First come/ First served
: 早い者勝ち

remain, acient ruin,

business activities: 営業活動

monument: 遺跡

beyond description
: 言い尽くせない ( ほど )

Halal: ハラル ( イスラム法で許

された項目、食べ物、教えなど )

depreciation: ( 型落ちによる ) 価格低下

make preparations for~
: 事前準備をする

a one-piece dress/ a casual
dress: ワンピース

a big day: 大事な日 ( 結婚式などの代わりに使う )

Vampire: 吸血鬼 (doracula は固有名詞 )

cultivated acreage: 耕地面積

bodyboarding: ボディボード

an office worker, a
white-collar worker, a
salaried worker：サラリーマン
affirmative action
：弱者集団の優遇措置
recurrent education
：リカレント教育
positive discrimination
：肯定的 ( 合理的 ) 差別
【スラング】
アメリカ中西部の人たち :
Midwesterners
シカゴの人たち : Chicagoan
シアトルの人たち : Seattlians

GDP Gross Domestic
Product 国内総生産
Tutor ⇄ Student, Pupil
tropical fish 熱帯魚
（freshwater fish 淡水魚）
veterinarian 獣医
foothold 足場、足がかり、拠点 (base)
menace 威嚇、威嚇する、脅かす
put A in order

A を順序よく整理する、きれいに片付ける

colloquial
口語的な (oral expression)

a foreign firm 外資系企業

jagged ぎざぎざの

mahout 象使い

the third most famous
3 番目に有名な

horse racing 競馬
narrow 狭い

alive, living

skinny 細身

stand for 意味する

prospective employee 内定者
brain surgeon 脳外科
grid-shaped(square pattern)
碁盤状の
doggy bag 持ち帰り用の箱 / 袋
Great Lakes 五大湖
sweet teeth 甘党

叙述用法と限定用法の ' 生きている '

retina 網膜
packed train 満員電車
in advance あらかじめ
deaf 聴覚障害者
husky ハスキー ( 犬 )、ハスキーな声の人、頑丈な人
jealous/jelly

うらやましい※envy より、軽い感じ

come in handy 役立ち

stick it out 最後まで頑張る

jargon

A little bird told me

cope with〜 人・ものと上手く付き合う

get in a shape 体を引き締める

専門用語、その業界にしか通用しない用語

handwriting 手書きの文字
spiritual 精神的な
contemplate 熟考する、深く考える
meditation 瞑想、黙想
cozy 居心地の良い
constitution 構成、組織、憲法
faithfully ( 副 ) 忠実に
go Dutch 割り勘にする
technically ( 副 ) 厳密には
brussel sprouts ( 名 ) 芽キャベツ
morning bird ( 名 ) 朝型の人
subsidiary company : 子会社
diploma : 学位、卒業証書
pesticide : 殺虫剤
greeny(greenish) : 緑がかった
rag : ぼろ布、ボロ着、あざ笑う
belated 遅ればせながら
ex. Happy belated birthday!!
get a life

元気を出す、楽しむ、しゃきっとする

風の噂で聞いたんだけど…
ex. I have to get in a shape for summer!!!

