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|1| FOOD 食べ物 
>Giving extra information 情報を付け加える 

Build  Cooking［料理］ 

bad for you あなたにとって悪い easiest 最も簡単な 

fatty 油が多い fire 火 

Exercises outside 外で 

salt 塩 Food issues［食べ物の問題］ 

fattening 太る allergy アレルギー 

salty 塩分が多い grow 作る 

Free conversation vegetarian ベジタリアン 

Food and drink［食べ物と飲み物］ organic 有機の 

unusual 変わった treat 扱う 

try 試食する  
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|2| SOCIAL NETWORKS 社会ネットワーク 

>Follow-up questions 確認の質問 
Build  quality 資質 

depend ～次第です make 作る、～になる 

prefer ～を好む Family［家族］ 

Style point close 仲が良い 

whole すべて、全 family member 家族 

confirmation 確認 fight 喧嘩する 

impossible 不可能な important 重要な 

explain 説明する start a family 家族を持つ 

Exercises marry 結婚する 

shy 内気な generation 世代 

a bit 少し Social interaction［人とのかかわり］ 

Free conversation manners 作法 

Friends［友達］ polite 礼儀正しい 

strange 変わった respectful 敬って 

angry 怒って status 地位 

argue 言い合う opinion 意見 

share 共有する stressful ストレスの多い 

secret 秘密 naturally 自然に 

break off  絶交する rude 無礼な 
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|3| MEDIA マスコミ 
>Talking about time (1) 時間について話そう(1) 

Build  source 源 

checking 確認する reported 報道される 

Free conversation trustworthy 信頼できる 

Internet［インターネット］ impartial 公平な 

to be addicted 中毒になる opinion 意見 

personal 個人的な Newspapers and magazines［新聞と雑誌］ 

trust 信頼する popular 人気のある 

control 支配する prefer 好む 

TV news［テレビニュース］ biased 偏っている 

to be interested ～に興味がある kill off つぶす 

interesting 面白い future 将来 
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|4| FREE TIME 自由時間 

>Talking about time (2): follow-up questions  

時間について話そう(2): 確認の質問 

Build  siblings 兄弟 

hobbies 趣味 Going out［外出］ 

eating out 外食 members of your family 家族 

bowling ボーリング visit 訪ねる 

Style point invite 招待する 

since ～以来 seasonal event 季節の行事 

graduated 卒業した special occasion 特別な行事 

Exercises Your home［家］ 

week days 平日 move house 引っ越す 

Free conversation flat (UK) = apartment (USA) アパート, マ
ンション 

Hobbies［趣味］ location 場所 

popular 人気がある dream 夢の 

expensive 高価な garden 庭 

try 試す  
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|5| BODY IMAGE 自分のイメージ  

>Talking about places (1) 場所について話そう (1) 
Build  uniform 制服 

fade 色が褪せる Your appearance［あなたの外見］ 

follow 追う thinner より痩せて 

smart かっこいい taller より背が高く 

boutique 洋服店 hairstyle ヘアスタイル 

Style point dye 髪を染める 

place 場所 hair extension ヘアイクステンション 

Exercises take care ケアする 

celebrity セレブ skin 皮膚 

cheap 安い jewellery 宝石 

expensive 高価な perfume 香水 

sale セール piercing ピアス 

Free conversation tattoo 入れ墨 

Clothes［洋服］ body hair 体毛 

kind 種類 facial hair 顔の毛 

best-dressed 一番着飾っている Fashion［ファッション］ 

famous 有名な fashionable 流行っている 

describe 説明する worry 気にする 

advice アドバイス choose 選ぶ 

used 中古の uncomfortable 着心地が良くない 

accept もらう high heels ハイヒール 

unwanted ほしくない admire 尊敬する 

alter 作り直す traditional 伝統的な 

repair 修繕する learn わかる 
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|6| ART 芸術  
>Talking about places (2) 場所について話そう (2)  

Build  around 辺りに 

behind 裏 used 中古の 

appearance 外見、見た目 across from [=opposite] 向かい側の 

furniture 家具 close 近くの 

opposite 向かい側に Free conversation 

Style point Music［音楽］ 

north 北  composer 作曲家 

south 南  instrument 楽器 

east 東 live ライブの 

west 西 inspire 刺激する 

confirmation 確認 taste 好み 

expect 予測している Books［本］ 

signal 合図 novel 小説 

downwards 下げる ]  poetry 詩 

intonation 抑揚 borrow 借りる  

cases 事例 library 図書館 

probably おそらく pleasure 楽しみ 

otherwise そうでなければ type 種類 

Exercises Art and design［美術とデザイン］ 

mentioned 前述の、すでに述べられた ornament 装飾 

previous 前の architect 建築家 

a few いくつかの own 自身の 
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|7| WORLD OF WORK 仕事の世界 

>Making statements 考えを述べる 
Build  interview 面接 

part-time job アルバイト prepare 準備する 

used to 以前は～していた Work culture［仕事文化］ 

hate 大嫌い relative 親戚 

want to be なりたい work-related stress  仕事関連のストレス 

vet 獣医 common 共通した 

guess 思う unpaid 無給の   

Style point overtime 残業 

follow 従う treated 扱われる 

confirmation 確認 equally 平等に 

full-time job 常勤 respected 大切にされる 

Exercises male 男性の  

pilot パイロット female 女性の 

tough 厳しい、大変な Alternatives［選択］ 

a lot 多い consider 考慮する 

Free conversation rather than ～よりも 

Jobs［仕事］ start 始める 

dream 夢の rich 金持ち 

salary 給料 voluntary ボランティアの 

job satisfaction 仕事の満足度 allowed 許される 

commuting 通勤 overseas 海外で 

quality 資質  prefer 好む  

ability 能力 look after 面倒を見る 

value 評価する raise 育てる 
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|8| HEALTH 健康 

>Statement/question pairs 陳述/質問ペア 
Build   

 sick 病気の Western 西洋の 

lately 最近 medicine 薬 

treat 治療する addicted 中毒の 

suffer 苦しむ mental 精神的な  

keep fit 健康を維持する health 健康   

Style point related 関連している 

unnecessary 必要ない proverb ことわざ 

Exercises Fitness［フィットネス］ 

take (medicine) のむ benefit 利点 

go away［治る benefit 利益がある 

last 続く take part 参加する 

runny nose 鼻水が出る Health care［健康管理］ 

headache 頭痛 trust 信用する 

boring 退屈な doctor 医者 

Free conversation dentist 歯科医 

Your health［自分の健康］ hospital 病院 

missed 休んだ stop 予防する 

ill 病気の yearly 年一回の  

overnight 一晩 medical check 健康診断  

break 折る visit 行く 

bone 骨 expensive 高い 

meditation 瞑想 health professional 医療従事者 

alternative 代わりの  
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|9| STUDENT LIFE 学生生活 

>When you don’t understand | Explaining  

わからないとき | 説明する 

Build  quality 資質 

grammar 文法］ naughtiest 一番悪い 

noun 名詞 preferred 好きな  

Style point learning style 学習の形式  

clearly はっきり touching 触る  

rude 無礼に doing 行う 

stressed 強く発音される match 合う 

check 確認する improve 改善する   

meaning 意味 education 教育 

spell 綴る Learning English［英語を学ぶ］ 

specific 特有の benefit 利益 

Speaking practice way 方法 

even if たとえ～でも tool 手段 

Free conversation famous 有名な 

University Life［大学生活］ well 上手に 

independent 独立した、自立した effective 効果的な 

School life［学校生活］ afraid 恐れて 

skill スキル  mistake 間違い 
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|10| TECHNOLOGY 技術 
>Interjections 感嘆 

Build  invent 発明する 

artificial intelligence 人工知能 develop 開発する 

take over 乗っ取る inventor 発明家 

possible 可能な Computers［コンピューター］ 

Style point downside 弱点 

surprised 驚いた virus ウイルス 

expect 予想する malware 破壊工作ソフト 

intonation 抑揚 file 文書 

flat 平坦な victim 犠牲 

stretched 引き延ばされる cyber-crime サイバー犯罪 

period 間 privacy プライバシー 

silence 沈黙 hack ハッキングする  

falling 下がる account アドレス 

seen 考える bring people together 人々を結びつける 

interruption 中断 encourage 助長する 

Exercise isolation 孤立  

flow 続ける become なる 

amazing 驚くべき dangerous 危険な 

burn やけどをする  think for themselves 自分で考える 

finger 指 The next 100 years［100 年先］ 

Free conversation idea 考え  

Machines［機械］ invention 発明 

technophile ハイテクマニア proverb ことわざ 

technophobe ハイテク恐怖症 necessity 必要 

impact 強い影響、衝撃 government 政府 

flush toilet 水洗トイレ scientists 科学者 
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|11| THE NATURAL WORLD 自然の世界 

>Me, too | Me, neither | Agreeing and disagreeing 

私も|私もそうではありません|賛同する、反対する 

Build  like 似ている 

prefer 好む endangered 絶滅の危惧に瀕した 

village 町  zoo 動物園の 

countryside 地方、田舎 Seasons, weather and nature 

季節 , 天気 , 自然］ 

inconvenient 不便な activity 活動 

hate 大嫌い  camping キャンプ 

far away 遠く離れて connect 結びつける 

break away 離れる Environmental issues［環境問題］ 

Style point recycle 再生利用する  

replacing 変える rubbish ゴミ 

Exercise generated 生成される 

changing colours 紅葉する, 色が変わる pollution 汚染  

terrible ひどい problem 問題 

Free conversation government 政府 

Animals［動物］ protect 保護する 

like to be なりたい environment 環境 

phobia 恐怖症 serious 深刻な 
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|12| ENTERTAINMENT 娯楽 

>Repair expressions 会話修復のための表現 
Exercise opinion 意見 

cinema 映画 Films［映画］ 

Speaking practice prefer 好む 

kind 種類 popular 人気のある  

comedy コメディ abroad 海外で  

serious まじめな Celebrity culture セレブ文化 

Free conversation famous 有名な 

TV［テレビ］ graduated 卒業した 

couch potato カウチポテト 

（長椅子に寝転がってテレビにかじ

りついている人） 

autograph サイン 

presenter 司会者 print 書く 

commercial コマーシャル lie うそ 

influence 影響を及ぼす  character 性格 

behaviour 態度 role model ロールモデル 
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|13| BY YOURSELF ひとりで 

>Encouraging people to speak 話せるよう励ます  

Style point The present: relaxing［現在: くつろぐ］ 

private thoughts 自分の考え bored 退屈になる 

sensitive 微妙な  decision 決断 

topic 話題 retired people 退職した人たち 

desire 願望 miss 恋しいと思う 

practical 現実的な The future: your dreams［未来: 自分の夢］ 

achieve 達成する look forward to 楽しみに思う 

confide in 信用する get married 結婚する 

move the focus 論点を変える start a family 家族を持つ 

Free conversation lose weight 痩せる  

The past: memories［過去: 思い出］ get fit 健康を維持する 

earliest 一番最初の appearance 外見 

toy おもちゃ plan 計画 

 achieve 達成する 

 marathon マラソン 
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|14| YOUR COUNTRY 自分の国 

>Cautious language 慎重な言葉 
Build relating 関係した 

convenient 便利な travel sickness 乗り物酔い 

cost of living 生活費 part 地域 

think for themselves 自分で考える foreign 外国の 

Style point Society［社会］ 

evidence 証拠 retired people 退職者 

opinion 意見 life expectancy 平均余命 

accept 受け取る compared 比較して 

careful 注意深い strong 強い 

formal フォーマルな economy 経済 

situation 場面 trust 信用する  

interview 面接 politician 政治家 

academic アカデミックな defend 守る 

Exercise Social problems［社会問題］ 

seem 思われる  face 直面する 

declining 減少する immigration 移民 

population 人口 cost 費用 

fewer より少ない education 教育  

probably おそらく deter 妨げる 

Speaking practice unemployment 失業 

sure 確信のある countryside 地方、田舎 

Free conversation homeless ホームレスの 

Travel［旅行］ caused 引き起こされる 

cheap 安い lifestyle 生活様式 
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