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森島先輩

elude 逃れる

clingy びったりつく 密着する

bunch 果物などの房 仲間

beside …のそばで …と比べて

madhouse 混乱の場

fluster 混乱させる

glimpse 一見 ちらりと見る

desperately 必死になって 絶望的に

resist 抵抗する 我慢する

rude 無礼な 粗末な

lecherous チャラい 好色な ※男で使う

rascal ならず者 ごろつき

icky ねばねばした 不愉快な

description 記述、描写 説明書 種類

trait 特性 特色

thus このように したがって 例えば

trespasser 侵入者

lemme

scrooge 守銭奴、けち ※クリスマスキャロルの主人公の名前から

annoy 怒らせる 悩ます

diligent 勤勉な

furrow 細長いくぼみ 溝

brow 眉毛 額

mature 熟した 発達した

darn 繕う

impressive 印象的な 深い感銘を与える

creep はう 忍び寄る ぞっとする

dote もうろくする 溺愛する

ecstatic 有頂天の 恍惚とした

culprit 犯人 犯罪者

broth 煮汁、だし

glisten きらめく 輝く

definitely 明確に 確実に

startle びっくりさせる 跳び上がらせる

maternal 母の 母らしい

downtroden 踏みにじられた しいたげられた

dwelt 住む 思案する

filth 不潔 卑猥な言葉

薫

ditch 溝、排水溝

crap クソ がらくた

swear 誓う ののしる

suck 吸う 吸い込む

nuisance やっかいなもの

pathetic 悲しい 可哀想なほど下手な

provocation 怒らせる 挑発

jerk ぐいと押す、引く 運動、体操

stingy けちくさい みみっちい

define 定義する 明らかにする

butt 標的、対象 頭で押す、角で突く

squirm もがく、もだえる

※類escape

let meの略
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practically 実際的に、実用的に

stunt 発育を妨げる 離れ技 人気取り

insanely ばかげた 正気でない

thigh もも

sweat 汗をかくこと 冷や汗

lick 舌でなめる

grin 歯を見せて笑う 歯を食いしばる

mag

stew シチューにする 蒸し暑さにうだる

along 沿って 従って 一緒に

repent 後悔する

undeniably 紛れもなく 否定できないほど

wink まばたきする 点滅する 短い眠り

chauffeur おかかえ運転手 自動車で案内する

紗江

henceforth 今後、これからは 約束などを表すときに

protagonist 主人公 指導者

bosom 女性の胸

gulp ごくごく飲む がつがつ食べる

smirk にやにや笑う

sorta

invitation 招待 誘う

despite にもかかわらず 悪意、無礼

harsh 耳障りな、不快な 厳しい、過酷な

hath

embark 積み込む、乗船させる

uncharted 地図に載ってない 未踏の、未知の

awkward ぎこちない 不器用な やっかいな

imply 含む 暗示する

dawdly のらくらする ぐずぐずする

raunchy 下品な 不潔な

tickle くすぐる 喜ばせる、笑わせる

amidst …の真ん中に

endowments 寄贈 才能

meld 混合させる

goof まぬけ なまける

heck 一体全体 ちくしょう

confuse 混乱させる 混同する

Ferris wheel 大観覧車 ※米国の発明者の名前から

hilarious 大変陽気な とても楽しい

grasp しっかりと握る 把握する

dreaded ひどく怖がる 不安

muffled 音を殺した

seductive 誘惑的な 人を引きつける

七咲

donate 贈与する 寄贈する

pervert 曲解する 変質者

compliment 褒め言葉 お世辞を言う

kinda ほとんど どちらかと言えば

sibling 兄弟、姉妹

immature 未熟な 未完成の

magazineの略

sort of の略

hasの誌的表現

amidと一緒

kind of の略
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develop 発達させる 開発する 明らかになる

apparently 見たところでは どうも 明白に

broth 煮汁、だし

piss 小便をする

zing ﾋｭｰﾋｭｰという音 元気、活気

yummy おいしい すてきな

lame 不十分な だめにする

fuss 空騒ぎ やきもきすること

upset ひっくり返す くつがえす 心配する 動転して

decent きちんとした かなりの 親切な

梨穂子

bulky かさばった 大きい、扱いにくい

jerk ぐいと押す、引く 運動、体操

woulda

squeeze 搾る、搾り出す 搾取する

gulp ごくごく飲む がつがつ食べる

pretend ふりをする 主張する 子供が遊びでまねをする

goof まぬけ へまをやる 怠ける

addictive 習慣性の 夢中にさせる

entrust 任せる、委任する 預ける

suspicious 疑い深い うさんくさい

gem 宝石、至宝

meat bun 肉まん

whine 鼻を鳴らす声 すすり泣く

fussy 騒ぎ立てる 小うるさい 気にして

impeccable 罪を犯さない 欠点のない 申し分のない

freakishly 気まぐれな とっびな グロテスクな

meanie 卑劣な人 けちな人

belly 腹、腹部 胃 ふくらます

alumni 卒業生 同窓生

classy 高級な、上等な シックな 身分の高い

ploy 相手を出し抜くための策略

shame 恥ずかしい 残念な

ogle 色目を使う

lemme

addicted 常習して 病み付きになって

dense 密集した 見通しにくい

thwart 妨害する じゃまする

meanies 卑劣な人 けちな人

bleak 寒い 吹きさらしの 厳しい

bluntly ぶっきらぼうに 遠慮なしに言うと

obligatory 義務的な 必修の

confection 菓子

裡沙

flirt 恋をもてあそぶ いちゃつく

demure 内気で控えめな 上品ぶった

deceive 欺く 思い違いをする

busybody おせっかいな人 でしゃばり

penance 後悔、ざんげ いやだがしなければならないこと

intervene 入る、はさまる 仲裁する

trivalent

would haveの略

let meの略

間に)介在する

3価の
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bustl 忙しそうに働く 騒がせる

dunno

interact 相互に作用する 互いに影響しあう

shove 押す、突く 強引に押し進む

sneak こそこそと入る こっそり近づく

swamp 低湿地、沼地 水浸しにする、圧倒する

bound しばられた バウンドする 境界線

you got it オッケー、まかして！

general 一般の、全般の、普遍的な 将軍

squeeze 押し込む、搾取する 圧搾する、搾り出す

pessimistic 悲観的な

hare ノウサギ 疾走する

organize 組織する 計画する 催す

handy 便利な、役に立つ 器用で、手際がよくて

startl びっくりさせる 跳び上がらせる

measly 貧弱な、ちっぽけな

meanie 卑劣な人 けちな人

whine 鼻を鳴らす声、すすり泣きの声 泣き言

bunch 房、束

chick ひよこ 若い女

irresistible 抵抗できない 抑えられない 魅力的な

belong 属する ふさわしい

pity 哀れみ、同情 残念なこと、気の毒なこと

tain 腐敗、よごれ 痕跡 腐らせる

hook 留め金、ホック フック

mar ひどく傷つける そこなう 台無しにする

interim 合間、しばらく 臨時の、仮の、暫定的な

outright 率直に 徹底的に 即座に むきだしの

fuss 無用な騒ぎ やきもきすること、いらいら 口論

although …であるが、…だけれども しかし、だが

daze ぼーっとさせる、呆然とさせる 眩惑

polite 礼儀正しい 上品な 優雅な

pardon 許し、容赦

either どちらか一方の とどちらの…でも

complicate 複雑にする 理解しにくくする

sleazy いかがわしい 低級な

flamboyant 燃えるような けばけばしい

strangely 奇妙に 不思議なことに

suck 吸う、吸いこむ 巻き込む、だます

squirm

grope 手探りする 女性の体にさわる

slack ゆるい、たるんだ、ぐずぐずした 怠ける、手を抜く

what the heck なんてこった ちくしょう

piss 小便をする

utterly まったく、全然、すっかり

humiliate 恥をかかせる 面目を失う

particular 特に 特有の、個々の

1ハッケン

don't knowの略

列車などが)~行きで

2ウラガワ

苦痛、不快などで)もがく、もだえる

3プライド
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whatcha

crap クソ

outta まれに

preoccupied 心を奪われている、うわの空の

essentialy 本質的に どうしても

oopsie おっと

ensure 確実にする、保証する 守る

flock 群れ 群がる

fuel 燃料

whin 鼻を鳴らす声 すすり泣く 泣き言を言う

disgrace 不名誉 恥をかく

barely かろうじて、わずかに

coerce 強制して 抑圧する、支配する

devote ささげる、ゆだねる

rather むしろ どちらかといえば

seal 封じ込める 締め出す 固く閉じる

brew たくらむ 波乱を起こす

intrude 押し付ける 割り込む 侵入する

pitch 調節する、整える

regal 王者らしい 堂々とした

dignify 威厳をつける 尊くする

what the hell たいしたことない どうなっている

frig ぶらぶら時を過ごす 出て行く、去る

whadda

早まった行動をする フライングする

interpret 解釈する、説明する 通訳する

adorable 崇拝すべき ほれぼれするような かわいらしい

anticipate 予期する 先手をうつ 出し抜く

imminent 差し迫った 切迫した

nab 捕らえる、逮捕する ひっつかむ、急いでつかまえる

pyro

lame 不自由で 不十分な

buckle 曲げる、ねじれさせる 努力する、全力を尽くす

pageant 壮観 華やかな見もの

scold しかる、小言を言う がみがみ女

aspect 様相 見地、角度 顔つき

stuff 材料 もの、物質 詰め込む

deceive だます、欺く 思い違いをする

what are you またはwhat have you の略

cat caught 
your ton gue どうして喋らないの?

感情などを)煽るもの

茶などを)入れる

what areと一緒

4ヤクソク
jumping the 
gun

火の~


