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OASIS4 Lesson1~Lesson3 単熟語テスト出題リスト（この中から 20 問出題します。） 

 

Lesson1 accidentally 誤って 

 occasionally 時折、ときどき 

 make an error 間違いをする 

 information 情報 

 staff 職員 

 be asked to do ～するように依頼される 

 provide ～をもたらす、～を提供する 

 make a mistake 間違いをする 

 relationship 関係 

 confuse ～を混同する、～を混乱させる 

 in a position of~ ～の立場にいる 

 guidance 指導 

 rarely めったに～しない 

 involve ～を含む、～に関わる 

 unless もし～でなければ、～でない限り 

 remind A of B A に B を思い起こさせる 

 not only ~ but also… ～だけでなく…も 

 in terms of~ ～の観点から 

 individual 個々の 

 thus それゆえ、だから 

 mistake A for B A を B と間違える 

 by mistake 誤って 

Lesson2 outskirts 郊外 

 laughter 笑い 

 moonlit 月明かりの 

 look out of the window 窓から外を見る 

 as ～の時 

 hooves ひづめ（複数形） 

 carriage 馬車 

 wheels 車輪 
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 lane 細道、小道 

 be horrified to do ～してぞっとする 

 not A but B A ではなく B である 

 sleeve 袖 

 skeleton がいこつ 

 be full of~ ～でいっぱいである 

 directly ちょうど、まさに 

 beneath~ ～の下に 

 room 余地、スペース 

 in terror ぞっとして 

 draw the curtains カーテンを引く（閉じる） 

 and so だから 

 horror おそろしいこと 

 the night before その前夜 

 bill 勘定（書）、請求（書） 

 elevator エレベーター 

 the ground floor １階 

 squeeze in 押し込むように入る 

 somehow なんとかして 

 turn one’s face 顔を向ける 

 To one’s horror ～がぞっとしたことには 

 pull ~ back ～を引き戻す 

 snap プツンと切れる 

 plunge to~ ～に突っ込む、急に下がる 

 if ever もし～だとしても 

 accept 受け入れる 

 invitation 誘い、招待 

Lesson3 deliver ～を配達する 

 one day ある日、いつか 

 drive up to~ ～に車を寄せる 

 divorced 離婚した 

 by the side of the road 道端で 
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 it seemed that… …であるようだ 

 should have + 過去分詞 ～すべきだった 

 neighborhood 近所 

 errand 用事、使い 

 correct 正しい 

 It turned out that… …とわかった 

 intended 意図された 

 happen to be たまたま～である 

 for a while しばらくの間 

 later on その後 

 go out together 交際する 

 ever since それ以来 

 be embarrassed 恥ずかしい、当惑する 

 bring ~ together ～を一緒にする 

 A ‘For Sale’ sign 売家の看板 

 go up （看板などが）出る 

 the wedding invitations 結婚式の招待状 

 send out ～を発送する 

 in short order すぐに 

 get married 結婚する 

 after another few months もう２，３か月後 

 marriage 結婚生活 

 be in trouble 苦難に陥っている 

 make up an excuse 口実を作る 

 check on ～の安否をたずねる 

 broadly 大きく、満面に 

 point to~ ～を指さす 

 be overwhelmed by~ ～でいっぱいになる、制圧される 

 the thought that… …という思い 

 give ~ a shot at life O に生きるという試みを与える 

 terrific 凄い、素晴らしい 

 


