
語法、コロケーションで学ぶＴＯＥＩＣ頻出英単語集 （～８００点レベル） 

 はじめに 

いくらＴＯＥＩＣで高得点が取れても、実際の会話や文章で使えなければ意味がありませ

ん。実際に英語が話せたり書くことができない理由の１つに、単語の覚え方に問題があり

ます。 

単語だけで覚えても、実際のスピーキングやライティングでは使えるようになりません。

語法やコロケーションの知識が必要となります。単語をいくら文法的に正しく並べても、

語法やコロケーションを無視してはネイティブにとって不自然な英語に聞こえることが

多々あります。 

語法は、単語を使う上でのルールとなります。例えば、「役立つ」は useful ですが、「～

において役に立つ」は何と言えばよいでしょうか。正解は、be useful for / in となります。

to や at とは言いません。これが語法です。 

コロケーションは相性のよい単語と単語のつながりを表します。例えば、「計画を立てる」

は make a plan であり、build a plan とは言いません。また、「古くなったパン」は stale 

bread であり、old bread とは言いません。 

このように、スピーキングやライティングで使える単語力を身につけるためには語法、コ

ロケーションで覚えることが効果的なのです。 

語法やコロケーションで単語を覚えれば、実際の会話でも暗記した単語を使えるようにな

りますし、ＴＯＥＩＣのテストでも高得点が期待できます。 

また、リーディングやリスニング力の向上にもつながります。語法やコロケーション単位

で文章を読んだり聞いたりすれば、読むスピードも上がり、スピードの速い会話にもつい

ていけるようになります。 

ただ、単語暗記はとてもつまらない作業であり、覚えた単語も次の日には忘れてしまうと

いうことがあります。数回おなじ単語を見ただけで完璧に暗記する人はめったにいません

（私自身、１つの単語を完璧に覚えるのに１０回以上忘れたことは頻繁にありました）。 

単語暗記はかなりの根気が必要です。しかし、これは語学学習者が乗り越えるべき壁なの

です。「楽に単語を暗記する方法はこの世に存在しない」ということをまずは理解してく

ださい。 

  



学習法 

１．まずは力試しとして、日本語を見てそれに対する英語が言えるか確認しましょう 

２．１つ１つの単語を辞書で調べ、正しい発音を覚えましょう 

３．日本語を見て瞬間的（１単語１秒以内）に英単語を言えるようになるまで、何度も練

習しましょう 

４．最終的には、全ての単語でスラスラと英語が出てくるようになったら合格です（１単

語１秒以内）。 

 記号の意味 

（）カッコは省略可能を表します。 

「/」スラッシュは言い換え可能を表します。 

sb は「人」を表す単語（his, my, Bob など）が入ります。 

 

1. ～に対してアレルギーだ     be allergic to 

2. 法案の通過       the passage of the bill 

3. 品質評価       quality ratings 

4. 人間のクローン      human clone 

5. オンライン銀行業務     online banking 

6. 社報を配布する      distribute a newsletter 

7. 進んで～する      be willing to do 

8. 葬式場      funeral home 

9. 米国市民権を取得する     acquire U.S. Citizenship 

10. ～は便利だ       come in handy 

11. ～を手元の届くところに置いておく   keep ～ handy 

12. 美容整形外科     cosmetic surgery 



13. 訂正をする      make a correction 

14. 電子為替で送金する     wire some money 

15. 有刺鉄線       barbed wire 

16. シャトルバス      shuttle bus 

17. 有機野菜       organic vegetables 

18. ～の問題を扱う      address the problem of 

19. 演説をする      address a speech 

20. 閉会の辞       closing address 

21. 内部監査       internal audit 

22. この点においては、     in this regard 

23. ～に関して      with regard(s) to 

24. ～に対して訴訟を起こす     file a lawsuit against 

25. ～のためにビールで乾杯をする    toast ～ with beer 

26. ～の概要       brief outline of 

27. ＡをＢと交換する      replace A with B 

28. 借入コスト      borrowing cost 

29. 株を買収する      acquire shares / stocks 

30. 不動産業者      real estate agent 

31. 社会福祉       social welfare 

32. 新しい事業      new enterprise 

33. 論理的な思考     logical thinking 

34. 合成香料       artificial flavors 

35. オプション製品      optional product 



36. ～まで（人）に付き添う     escort sb to 

37. 証人       witness 

38. ～に関する調査を行う     conduct a research on 

39. 行動規範       code of conduct 

40. ～への功労として、     in recognition of 

41. 一本調子で      in monotone 

42. ～をからかう      tease 

43. 娯楽施設       recreational facilities 

44. リハビリ治療を受ける     undergo rehabilitation therapy 

45. リサイタル       recital 

46. 固定費       fixed cost 

47. 固定給       fixed salary 

48. わずかに       slightly 

49. ～の代替部品      replacement parts for 

50. 代わりの人を見つける     find a replacement 

51. 為替市場       the currency market 

52. ～を近代化する      modernize 

53. 自動車販売代理店       car dealer 

54. ～に頼る、～に訴える     resort to 

55. 運営委員会      steering committee 

56. 慎重な       be cautious 

57. 日課       one's daily routine 

58. 不確実な時代      uncertain times 



59. ～にもかかわらず      regardless of 

60. 例えば       for example / for instance 

61. インサイダー取引      insider trading 

62. ～を同封する      enclose 

63. ～にとって好ましい     be agreeable to 

64. 会社概要       company brochure 

65. 権限を～へ委譲する     delegate authority to 

66. （人）を自宅軟禁にする     put sb under house arrest 

67. ホッチキス      stapler 

68. 文房具店       stationery store / shop 

69. コンセントがささっている    be plugged in 

70. 勇敢な行為       heroic deed 

71. ～によって鼓舞 / 触発される    be inspired by 

72. 機会をつかむ      grasp an opportunity 

73. ～を所有する      possess 

74. 物理的に、身体的に     physically 

75. 恥ずかしい思いをした瞬間    embarrassing moment 

76. 並外れた才能      exceptional ability 

77. ずば抜けた、極上の     extraordinary 

78. ロータリー      rotary 

79. 鮮やかに、見事に      brilliantly 

80. 遺伝子       gene 

81. 正確に       accurately 



82. ～を脅す       threaten 

83. ～するという堅い決意を持っている   possess determination to do 

84. 現状       the current state of affairs 

85. 知的所有権      intellectual property rights 

86. 重要な要素      key element 

87. ～を測定する      take a measurement of 

88. 一周するルート      circular route 

89. 繊細な人       delicate person 

90. 革新的な技術      revolutionary technology 

91. ～を留める      hook 

92. ～にはまっている      be hooked on 

93. ～を気にしている      be concerned about 

94. ～に関する      be concerned with 

95. 生産性を向上する      improve productivity 

96. 事実上独占している     have a virtual monopoly 

97. 気象観測衛星      weather observation satellite 

98. 所見を述べる      make a personal observation 

99. テレビに釘付けになる     be glued to the TV 

100. さまざまである      vary 

102. 魚にえさをやる      feed fish 

103. ～を正当化する      justify 

104. 第一四半期の収益     the first-quarter earnings 

105. ～にとって認識できる     be recognizable to 



106. ～の初期段階      the initial stage of 

107. ～に魅了される      be fascinated by 

108. ～に対する好み      preference for 

109. ～の予定である      be due to do 

110. 支払うべきの      be due 

111. ～が原因、理由で     due to 

112. 締め切りに間に合う     meet the deadline 

113. （服などが）ゆるい     be loose 

114. やりがいのある仕事     challenging job 

115. 素晴らしい案      brilliant idea 

116. ～に当惑する      be puzzled by 

117. 航空運賃       airline fare 

118. およそ       roughly / about / approximately 

119. ～を辞職する      resign the post 

120. 登録費       registration fee 

121. 販売部門       sales division 

122. ～を規制する      regulate 

123. 鉄鋼製品       steel product 

124. 衛星放送       satellite broadcasting 

125. きめ細かな対応      finely-tuned response 

126. ～に好意的に受け止められる    be favorably received by 

127. 地元住人       local resident 

128. ご乗車 / ご乗船ありがとうございます。  Welcome aboard! 



129. 望ましい結果      desirable result 

130. ～の土曜版      Saturday's edition of 

131. 徐々に       gradually 

132. ～という保障がある     There is a gurantee that 節   

133. 投資家      investor 

134. ～する努力を惜しまない    spare no effort to do 

135. 事件       incident 

136. 有名になる      achieve fame 

137. 丈夫な履物      sturdy footwear 

138. 全部で       altogether 

139. 既存事業       existing business 

140. はしご       ladder 

141. オゾン層       the ozone layer 

142. 互いに相性が合う     click together 

143. 怪我を治す      heal a wound 

144. ～の設立       foundation of 

145. 緊急に       urgently 

146. 企画書を提出する     submit a proposal 

147. ～に対する服従      submission to 

148. 原稿を編集する      edit a manuscript 

149. ～というジレンマ     the dilemma of 

150. 儲かっているお店     profitable shop 

151. まもなく       shortly 



152. 本社ビル       headquarters building 

153. 金融機関       financial institutions 

154. 精巧な製品      sophisticated product 

155. 洗練された女性     sophisticated woman 

156. コンサルティングサービス    consulting service 

157. ～の承認を得て      with the approval of 

158. ～から切手をはがす     peel a stamp off 

159. ～の一部       portion of 

160. ～の容疑で      on suspicion of 

161. ～は明白である      It is apparent that 

162. ～に慣れている      be accustomed to 

163. 皮肉にも       ironically 

164. 商人       merchant 

165. ～の原則       principle of 

166. ～の移転       relocation of 

167. 新品の車       brand-new car 

168. 着実に       steadily 

169. 彫刻       sculpture 

170. ～を不審に思う      be suspicious of 

171. ～の理由、根拠      grounds for 

172. ～に不利になる      lose ground against 

173. ～への寄付      donation to 

174. ～を優先する      give priority to 



175. ～へ貢献する      contribute to 

176. ～に関して      in reference to   

177. 荷積み       loading 

178. 株主総会       stockholders' / shareholders' meeting 

179. （人）への心からの感謝     sincere thanks to 

180. ～すると決心する     resolve to do 

181. 運転資金       running costs 

182. 防衛策を取る      take a defensive measure 

183. Ａを～と解釈する     intepret A as ～ 

184. 株トレーダー      stock trader 

185. 図解入り百科事典     illustrated encyclopedia 

186. 会計士       accountant 

187. ～の説明       description of 

188. 栄養素       nutrition 

189. 時代遅れの      out-of-date 

190. 乏しい資源      scarce resources 

191. ～を遺憾に存じます     It is regrettable that 

192. 惨めな       miserable 

193. ～の反対派      opponent of  

194. 固体       solid object 

195. 人口爆発       population explosion 

196. らせん階段      circular staircase 

197. ～を台無しにする     mess up 



198. イライラする      be frustrating / be annoying 

199. 表情豊かな目     expressive eyes 

200. ～にはっきりと記されている    be expressly stated in 

201.～に対してアレルギーである   be allergic to  

202.法案の通過     the passage of the bill 

203.品質評価      quality rating 

204.人間のクローン     human clone 

205.貴重品を守る     secure valuables 

206.匿名の提供者     anonymous donor 

207.ロビー、圧力団体     lobby 

208.情報を読み取る     scan information 

209.整理されたシステム    organized system 

210.貸付制限      credit restriction 

211.～に関与する     be engaged in 

212.～を指揮して     in command of 

213.あらゆる方法を探る    explore every way of 

214.～の急落      slump in 

215.永久に      permanently 

216.最小限の努力     minimal effort 

217.超高層ビル     skyscraper 

218.経済を回復する     revive the economy 

219.～に対して気前がよい    be generous with 

220.大金持ちな     enormously rich  



221.先駆的な仕事     pioneering work 

222.横縞      horizontal stripe 

223.（人）の理解を超えている   be beyond sb’s comprehension 

224.自信を持って     with confidence 

225.想像力豊かな人     imaginative person 

226.～に対する解釈     interpretation of 

227.企業展開      corporation expansion 

228.世界現象      global phenomenon 

229.明らかに      evidently 

230.～だと明言する、宣言する   declare that 節 

231.時間厳守で     punctually 

232.気象予報士     weather forecaster 

233.パケット      packet 

234.クリスマスツリーの飾り    Christmas tree ornament 

235.不意に      unexpectedly 

236.有名人      celebrity 

237.～ということを感謝する    be grateful that 節 

238.～の義務を怠る     neglect the duty of 

239.写真を拡大する     enlarge a photo 

240.取り込み中すいません。    Sorry to interrupt you. 

241.永続的な関係     lasting relationship 

242.ブリーダー     breeder 

243.新しいシステムを取り付ける   install a new system 



244.～を構成する     constitute 

245.柔軟性を欠く     lack flexibility 

246.宿屋      inn 

247.支店      branch 

248.良い評判を得る     gain a good reputation 

249.リース期間     lease period 

250.会社の概要     the profile of the company 

251.～したい気持ちを抑える    resist the temptation to do 

252.履歴書を添付する     attach a copy of sb’s resume / CV 

253.アクセル      accelerator 

254.倉庫設備      warehouse facility 

255.生物工学      biotechnology 

256.全国的な、全国的に    nationwide 

257.～という条約を締結する    sign the treaty that 節 

258.首脳会議      summit meeting 

259.はっきりと断る     give a flat refusal 

260.引き出し      drawer 

261.破産する      go bankrupt 

262.妊娠三ヶ月です。     I’m three months pregnant. 

263.妊娠している（間接的な言い方）  be expecting 

264.煙突      chimney 

265.丁重に      in a respectful way 

266.～の見通し     the outlook for 



267.統計（学）     statistics 

268.その問題にとりかかる    tackle the issue 

269.～を統合する     unify 

270.同伴者、付き添い人    companion 

271.部門の      departmental 

272.公式声明を発表する    make an official statement 

273.財務諸表      financial statement 

 


