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PDF 版電子書籍　ユーザーガイド
　ナラボー・プレス ブックスの電子書籍は DRM フリー形式の PDF です。本書をお楽
しみいただく前に、以下の注意事項をご参照ください。

■ 使える環境が整っている方におすすめします
　ナラボー・プレス ブックスの電子書籍をご購入の前に、ご自身の環境で十分に楽しめ
るかどうかをご確認ください。使い方やダウンロードの仕方が分からないとかスマホな
どへの保存が自分ではできないという方には購入なさらないでください。またナラボー・
プレス ブックスでは、使い方や設定の仕方についてのご質問にはお答えすることがで
きませんので、あらかじめご了承ください。

■ インターネット接続によって音声の再生も可能です
　本書内の 　  をタップまたはクリックすることで、それぞれの英文の音声が流れま
す。音声はインターネット接続によってアクセスされますので、インターネット接続が
ない環境では再生できません。またインターネット接続によってかかる接続料はお客様
のご負担となります。加えて、音声のリンクはあくまでサービスですので、ご自身の環
境によって使えないなどのクレームには対処できかねますのでご了承ください。

■ 複製などについての注意事項
　ナラボー・プレス ブックスの PDF には、コピー制限などを特に設けていません。個
人の利用に限り、ご自身の様々なデバイスにデータをコピーし、閲覧していただけます。
自宅の PC にデータを保存してゆっくり勉強とか、スマホなどにデータを保存して、通勤・
通学の途中での勉強など、様々な形でお楽しみいただけます。
　データのコピーなどについては、以下の点にご注意ください。
　・ 電子書籍の著作権は執筆者にありますので，許可を得ない第三者への配布など，他

人へのコピー、譲渡、共有したりすることは、すべて著作権法および規約違反です。
不正な利用が見つかった場合は必要な措置を取らせていただきます。

　・ 当サイトで販売される電子書籍には，いわゆる DRM はかかっておりませんが、個
人を識別できる情報を埋め込んでおります。

電子書籍についての詳細はブックストアのユーザーガイドもご覧ください。
https://www.nullarbor.co.jp/bookstore/user_data/FAQ

詳しい利用規約は、ブックストアの利用規約をご覧ください。
https://www.nullarbor.co.jp/bookstore/help/agreement

データの不備などありましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
https://www.nullarbor.co.jp/bookstore/contact

https://www.nullarbor.co.jp/bookstore/user_data/FAQ
https://www.nullarbor.co.jp/bookstore/help/agreement
https://www.nullarbor.co.jp/bookstore/contact
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例文  Please give each guest a cup of tea.

お客様に紅茶を１杯ずつ差し上げてください。

□ a
 [ʌ́]

英英	 	one / any / each

冠	１つの、ある～、～ごとに
同  one「１つの」
類  certain「ある」

例文  Look in the cabinet above the sink.

流しの上の棚を見てごらん。

□ above
 [əbʌ́v]

英英	 	at a higher place

前	上方に 反  below「下方に」

例文  Will you be able to attend the meeting?

あなたは会議に出られますか。

□ able
 [éibl]

英英	 	having the power to do something

形	～できる
関  be able to「～できる」
反  unable「～できない」

例文  Tell me about today’s lunch special.

今日の日替わりランチについて教えてください。

□ about
 [əbáut]

英英	 	of or having a relation to / almost

前	～について、およそ
類  on「～について」
 around「およそ」

1 ～ 4 a ～ above

本書の著作権は株式会社ナラボー・プレスに属します。
個人の利用以外の本データの使用、複製、配布を禁じます。
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A

例文  I saw my neighbor’s abuse of his dog.

隣人が自分の犬を虐待しているのを見ました。

□ abuse
 [əbjúːz]

英英	 	bad treatment causing harm or injury

名	虐待、悪用 類  bulling「いじめ」

例文  Are you accusing me of causing these problems?

こうした問題を起こした原因が私にあると責めているのですか。

□ accuse
 [əkjúːz]

英英	 	to speak against someone / to say a person is 
responsible for a crime

動	責める、告発する 同  blame「責める」

例文  Please accept this small gift from us.

私たちからのささやかなこの贈り物をお受け取りください。

□ accept
 [əksépt]

英英	 	to agree / to receive

動	受け取る
類  approve「同意する」
 receive「受け取る」

例文  I saw two cars crash in an accident today.

今日、２台の車が衝突する事故を見ました。

□ accident
 [ǽksədənt]

英英	 	something that happens by chance or mistake / an 
unplanned event

名	事故、偶然 類  incident「偶発的な事件」

5 ～ 8 abuse ～ accuse

本書の著作権は株式会社ナラボー・プレスに属します。
個人の利用以外の本データの使用、複製、配布を禁じます。
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B

例文  Would you like to see some pictures of my baby?

私の赤ちゃんの写真をご覧になりませんか。

□ baby
 [béibi]

英英	 	a newly born creature

名	赤ん坊
類  child「子ども」
 kid「子ども、ガキ」

例文  The children were bad for the babysitter.

子どもたちはベビーシッターの言うことを聞きませんでした。

□ bad
 [bǽd]

英英	 	not good / wrong / acting against the law

形	悪い、違法の
類  wrong「悪い、間違えた」
 poor「劣った」

例文  The answer to the question is written on the back.

その問題の答えは裏に書かれています。

□ back
 [bǽk]

英英	 	the part behind the front

名	裏、奥 類  behind「後方の、裏の」

例文  The water is full of bacteria, so you can’t drink it.

その水はばい菌でいっぱいなので、飲めません。

□ bacteria
 [bæktíəriə]

英英	 	one-cell life which can be seen only through a 
microscope / some cause disease

名	バクテリア、細菌、ばい菌
類  germ「菌」
 microbe「細菌、微生物」

B

103 ～ 106 baby ～ bad

本書の著作権は株式会社ナラボー・プレスに属します。
個人の利用以外の本データの使用、複製、配布を禁じます。

https://www.nullarbor.co.jp/mp3/book/voa1541/baby.mp3
https://www.nullarbor.co.jp/mp3/book/voa1541/back.mp3
https://www.nullarbor.co.jp/mp3/book/voa1541/bacteria.mp3
https://www.nullarbor.co.jp/mp3/book/voa1541/bad.mp3


34

B

例文 	 I	find	it	hard	to	balance work and family duties.

仕事と家事のバランスを取るのはむずかしいと分かりました。

□ balance
 [bǽləns]

英英	 	to make two sides or forces equal

動	バランスを取る 類  level「平均にする」

例文  You can see a sample ballot on the Internet.

投票用紙見本はインターネットでご覧になれます。

□ ballot
 [bǽlət]

英英	 	a piece of paper used for voting

名	投票用紙 類  vote「投票する」

例文  My dog catches the ball when I throw it to him.

僕の犬はボールを投げるとキャッチしますよ。

□ ball
 [bɔ́ːl]

英英	 	something round

名	球 関  globe「球体、地球」

例文  Have you ever been up in a hot-air balloon?

熱気球に乗って上がったことがありますか。

□ balloon
 [bəlúːn]

英英	 	a device of strong, light material that rises when 
filled	with	gas	lighter	than	air

名	風船 関  balloon flower「キキョウ」

107 ～ 110 balance ～ ballot

本書の著作権は株式会社ナラボー・プレスに属します。
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