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★ Study Guide ★ 
 
 
この問題集は，「化学英語 101：リスニングとスピーキングで効率的に学ぶ」の 
 

 

Chapter３ 化学に頻出する基本構文を覚えよう 

3.2 実践トレーニング 構文 150 

（本文 p.38～78／ＣＤトラック 52～66） 

 

がまるごと解答集となっている．自習用としても授業の補助テキストとしても使える。

次のような学習方法で、総合的な英語力をメキメキアップさせよう。 
 
 

その１ 学習の冒頭で使う． 

１．まず，この問題集の問題を解く． 
２．「化学英語 101」で答え合わせをする． 
３．CD を何度か聞く． 
４．「化学英語 101」の本文を声に出して読む． 
５．「化学英語 101」の CD の音声を使ってオーバラッピングする． 
６．「化学英語 101」の CD の音声を使ってシャドーイングする． 
  

その２ ＣＤを聞いて理解してから使う． 

１．「化学英語１０１」の CD の音声を何度か聞き，意味を理解する． 
２．この問題集の問題を解く． 
３．「化学英語 101」で答え合わせをする． 
４．「化学英語 101」の本文を声に出して読む． 
５．「化学英語 101」の CD の音声を使ってオーバラッピングをする． 
６．「化学英語 101」の CD の音声を使ってシャドーイングをする． 
 

その３ 本文を読んで理解してから使う． 

１．「化学英語 101」の本文を見て意味を理解する． 
２．「化学英語 101」の CD を聞く． 
３．この問題集の問題を解く． 
４．「化学英語 101」の本文を声に出して読む． 
５．「化学英語 101」の CD の音声を使ってオーバラッピングをする． 
６．「化学英語 101」の CD の音声を使ってシャドーイングをする． 
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 Lesson 1  本文 p.38～42／ＣＤトラック 52 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                      

 
□□ term 用語 
□□ absolute 無水の，絶対の 
□□ ether，ジエチルエーテル 
□□ refer to ～ ～について言及する 
□□ dried 乾燥させた 
□□ metallic 金属の 
□□ sodium ナトリウム 
□□ result 結果 
□□ indicate 示唆する 
□□ catalyst 触媒 
□□ necessary 必要な 
□□ step 段階 
□□ activation energy 活性化エネルギー 
□□ rate-limiting step 律速段階 
□□ in stark contrast  きわめて対照的に 
□□ attempt 試みる 
□□ reaction 反応 
□□ provide 生じる 
□□ compound 化合物 
□□ formic acid ギ酸 
□□ undergo   （反応などを）起こす 
□□ decomposition 分解 

□□ heat 加熱する 
□□ take place （反応が）起こる  
□□ complex 複雑な 
□□ mechanism メカニズム 
□□ reagent 試薬 
□□ commercially 商業的に 
□□ available 利用できる 
□□ mixture 混合物 
□□ stir（発音注意） 攪拌する 
□□ be allowed to ～ ～する 
□□ warm 暖める 
□□ ambient temperature 室温 
□□ compound 化合物 
□□ react with ～ ～と反応する 
□□ condition 条件 
□□ group 基 
□□ dimethyl sulfoxide 
□□ molecule 分子 
□□ polar 極性をもつ 
□□ in other words 言い換えると 
□□ dipole 双極子 
□□ moment モーメント 

 
② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．                         

 
１.□□ 無水エーテルとは，金属ナトリウムを用いて乾燥させた（ジエチル）エーテルのことを

指す． 
 
 
２.□□ この結果は，その触媒が必要ではないことを意味している． 
 
 
３.□□ 最も活性化エネルギーの高い段階は，律速段階と呼ばれる． 
 
 
４.□□ きわめて対照的に，試行実験は化合物 Aを生じた． 
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５.□□ ギ酸は加熱すると分解する． 
 
 
６.□□ その反応は，複雑なメカニズムを経て起こる． 
 
 
７.□□ すべての試薬は市販されている． 
 
 
８.□□ 反応混合物を－78℃で 30 分撹拌し，その後，室温まで昇温した． 
 
 
９.□□ 化合物 Aと化合物 Bとは，それとまったく同じ条件下で反応した． 
 
 
10.□□ ジメチルスルホキシドの SO 基は大きく分極している．いい換えると，双極子モーメン

トが非常に大きい． 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
１.□□ The term absolute ether (refers to ether) that has been dried (over) metallic sodium.
  
２.□□ This result (indicates     that) the catalyst is not necessary.  
 
３.□□  The step with the highest activation energy (is cal   led) the rate-limiting step. 
 
４.□□ In stark contrast, the attempted reaction (provided com    pound A). 
 
５.□□ Formic acid (undergoes de    composition) when it is heated. 
 
６.□□ The reaction (takes place th     rough) a complex mechanism. 
 
７.□□ All reagents (are commercially       available). 
 
８.□□ The reaction mixture was stirred (at -78 ℃ for 30      min) and then allowed 

to warm to ambient temperature. 
 
９.□□ Compound A (reacted w  ith) compound B (under the s ame reaction conditions). 
 
10.□□ The SO group in dimethyl sulfoxide (is highly p   olar).  (In oth   er words) , 

the dipole moment is very large. 
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 Lesson 2  本文 p.42～44／ＣＤトラック 53 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ rate （反応）速度 
□□ target 標的 
□□ molecule  分子 
□□ obtain 得る 
□□ quantitatively 定量的に 
□□ color 色 
□□ remained unchanged   
□□ course  
□□ addition 付加 
□□ result in ～ ～という結果になる 
□□ exothermic 発熱を伴う，発熱の 
□□ procedure 手順，手続き 
□□ practical 実用的な 
□□ method for ～ ～の方法 
□□ preparation 調製 

□□ sample 試料 
□□ aqueous 水溶性の 
□□ saturate 飽和させる 
□□ solution 溶液 
□□ flask フラスコ 
□□ be filled with ～ ～で満たす 
□□ liquid 液体 
□□ ammonia アンモニア 
□□ precipitated 沈殿した 
□□ be filtered off ろ過する 
□□ carry out （反応を）実行する，行う 
□□ mechanism 機構，メカニズム 
□□ authentic 標準の，真正の 
□□ furnish

 
 
 （

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．            

 
11.□□ 反応速度は大きい． 
 
 
12.□□ 目的化合物が定量的に得られた． 
 
 
13.□□ 反応の途中，溶液の色に変化はなかった． 
 
 
14.□□ Bと Cの混合液に Aを加えると発熱反応が起きた． 
 
 
15.□□ この操作は，これらの試料を調製するための実用的な方法である． 
 
 
16.□□ 次に，水溶液を NaCl で飽和させる． 
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17.□□そのフラスコを約 3 mL の液体アンモニアで満たす． 
 
 
18.□□ 析出した触媒は，ろ過により取り除いた． 
 
 
19.□□ 反応機構についての情報を得るために，その反応を実行する必要がある． 
 
 
20.□□ 標準品は，既知の方法により合成した． 
 
 
 
③ CD の音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
11.□□ The reaction rate is (hi    gh). 
 
12.□□ The target molecule was (obtained quant    itatively). 
 
13.□□ The color (remained uncha    nged) during the course of the reaction. 
 
14.□□ Addition of A into the reaction mixture of B and C (resulted in an exothermic) 

reaction. 
 
15.□□ The present procedure (provides a practi      cal method for) the preparation 

of these samples. 
 
16.□□ Then the aqueous solution (is saturated     with) sodium chloride. 
 
17.□□ The flask (is filled     with) about 3 mL of liquid ammonia. 
 
18.□□ The precipitated catalyst was (filtered     off).  
 
19.□□ We need to (carry out the   re  ac tion) to (get informati on ab    out) 

the reaction mechanism. 
 
20.□□ An authentic sample (was furnished      by) a known procedure. 
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 Lesson 3  本文 p.45～47／ＣＤトラック 54 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ measure 方法，測る 
□□ improve 改良する 
□□ efficiency 効率の良さ 
□□ encounter でくわす 
□□ irreproducibility 再現性のなさ 
□□ envision 心に描く 
□□ scheme 図式，図解 
□□ extent 範囲，限度 
□□ isomer 異性体 
□□ produce 与える 
□□ component 構成要素 
□□ intact 完全なままで 
□□ treatment 処理 
□□ nitrogen 窒素 
□□ evolve （気体，光などを）発生する 
□□ vigorously 激しく 
□□ contain 含む 

□□ extract 抽出する 
□□ organic 有機の 
□□ layer 層 
□□ distill 蒸留する 
□□ under reduced pressure  減圧下で 
□□ in general 一般的に 
□□ methoxy メトキシ 
□□ electron-withdrawing 電子求引性の 
□□ electron-donating 電子供与性の 
□□ esterification エステル化 
□□ reversible 可逆の 
□□ nitro ニトロ 
□□ nitrobenzene ニトロベンゼン 
□□ conjugate 共役させる 
□□ phenyl フェニル 
□□ ring 

 
② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
21.□□ 効率改善のためには，思い切った手だてが必要である． 
 
 
22.□□ われわれの結果には，再現性がなかった． 
 
 
23.□□ われわれが思い描く反応経路を図 1 に示した． 
 
 
24.□□ ただ一つの異性体のみしか生成しないという点においては，それは正しい． 
 
 
25.□□ その構成部分は，その処理では完全に保たれていた． 
 
 
26.□□ その試薬を含む溶液を加熱すると，窒素ガスが激しく発生した． 
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27.□□ 抽出した有機層を減圧下で蒸留した． 
 
 
28.□□ 一般に，m-メトキシは電子求引基であるが，p-メトキシは電子供与基である． 
 
 
29.□□ エステル化は可逆反応である． 
 
 
30.□□ ニトロベンゼンのニトロ基は，フェニル基と共役している． 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
21.□□ (Drastic measure    s) are (needed to improve) the efficiency. 
 
22.□□ We have (encountered     irreproducibility) of the results. 
 
23.□□ The reaction route we (have envis    ioned is shown in) Scheme 1. 
 
24.□□ (That is tr     ue to the extent that) only one isomer is produced. 
 
25.□□ The component (remaine     d intact) through the treatment. 
 
26.□□ Nitrogen gas (was evolve     d vigorously) when a solution containing the 

reagent was heated. 
 
27.□□ The extracted organic layer was distilled (under reduced p     ressure). 
 
28.□□ (In g     eneral), the m-methoxy group is an (electron-withdrawing) group, 

(whil  e) the p-methoxy group is an (electron-d  onating) group. 
 
29.□□ Esterification is (a revers   ible) reaction. 
 
30.□□ The nitro group in nitrobenzene (is conjuga   ted with) the phenyl ring. 
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 Lesson 4  本文 p.47～50／ＣＤトラック 55 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ delocalization 非局在化 
□□ extra 余分の 
□□ binding 結合の 
□□ nucleophilic 求核的な 
□□ Grignard reagentール試薬 
□□ aldehyde アルデヒド 
□□ employ = use 使用する 
□□ synthesis 合成 
□□ alcohol アルコール 
□□ proceed 進行する 
□□ smoothly  円滑に，なめらかに 
□□ in the absence of ～ 
□□ catalyst 触媒 
□□ base 塩基 
□□ abstract 引き抜く 
□□ proton プロトン，陽子 
□□ ketone ケトン 
□□ anion アニオン 
□□ ethyl エチル 
□□ be considered as ～ 
□□ moiety 一部分 

□□ acetate アセテート 
□□ maintain 保持する，保つ 
□□ strictly 厳密に 
□□ anhydrous 無水の 
□□ avoid ～ing ～するのを防ぐ 
□□ decompose 分解する 
□□ starting material 出発物質 
□□ classic  古典的な 
□□ route ルート，経路 
□□ be regarded as ～される 
□□ method 方法 
□□ be quenched by ～せる  
□□ pour（発音注意） 注ぐ 
□□ saturated 飽和した 
□□ sodium bicarbonate ム  
□□ hydrogen bonding 水素結合 
□□ possible  可能な 
□□ harsh = severe 
□□ yield=severe 収率 
□□ respectively  

 

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
31.□□ 電子の非局在化の結果，さらなる結合エネルギーを生じた． 
 
 
32.□□ グリニャール試薬のアルデヒドへの求核攻撃は，アルコールの合成に広く使用されている． 
 
 
33.□□ その反応は，触媒がなくても円滑に進行した． 
 
 
34.□□ その塩基は，ケトンからプロトンを引き抜き，アニオン Cが生成する． 
 
 
35.□□ エチル基は，酢酸エチルの一部分と見なすことができる． 
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36.□□ 出発物質の分解を防ぐため，厳密な無水条件を保つ必要がある． 
 
 
37.□□ この古典的なルートは，その化合物合成の最良の方法であると今でも見なされている． 
 
 
38.□□ その反応混合物のなかに 250 mL の炭酸水素ナトリウムの飽和水溶液を加えることで，

反応をクエンチ（停止）させた． 
 
 
39.□□ そのような過酷な条件では，もはや水素結合は可能ではない． 
 
 
40.□□ Aと Bとの反応で，Cと Dがそれぞれ 20%，30% の収率で得られた． 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
31.□□ Delocalization of electrons (resulted in the ex      tra) binding energy. 
 
32.□□ Nucleophilic addition of Grignard reagents to aldehydes (is widely e  mployed for) 

the synthesis of alcohols. 
 
33.□□ The reaction proceeded (smoot  hly) even (in the ab    sence of) the catalyst. 
 
34.□□ The base (abstr  acts) a proton from the (ketone to g   ive) anion C. 
 
35.□□ The ethyl group can (be considered as a      moiety) of ethyl acetate. 
 
36.□□ It is necessary to maintain strictly anhydrous conditions (to av  oid decomposing) 

the starting materials. 
 
37.□□ This classic route is still (regarded a          s the best method) for the 

preparation of the compound. 
 
38.□□ The reaction was quenched by (pouring 2       50 mL of) saturated aqueous 

sodium bicarbonate into the reaction mixture. 
 
39.□□ Hydrogen bonding is (no lo    nger) possible (under s  uch harsh conditions). 
 
40.□□ The reaction of A with B furnished C and D in (20% and 30 % yields, respectively). 
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 Lesson 5  本文 p.50～52／ＣＤトラック 56 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ as for ～ 〔通例文頭で〕 
□□ SN2 2 分換反応 
□□ establish 確立する  
□□ occur （反応こる 
□□ additive 添加剤 
□□ reduce 還元する 
□□ prior to ～ ～より前に 
□□ chemical 化学薬品 
□□ leaving group 脱離基 
□□ expell 追いだす 
□□ transfer 転移，移動 
□□ elusive 理解しにくい 
□□ trigger 引き起こす 

□□ functional group 官能基 
□□ carbonyl group ボ基 
□□ tolerate 耐性がある 
□□ optically active 活な 
□□ sulfoxide スルホキシド 
□□ chiral キラルな 
□□ auxiliary 補助するもの 
□□ asymmetric 不斉の 
□□ filtration ろ過 
□□ bromine 臭素 
□□ be subject to ～ 受 
□□ substitution 

 

 

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
41.□□ メカニズムに関しては，SN2 型の経路であることがすでに確立されている． 
 
 
42.□□ 添加剤なしではまったく反応しなかった． 
 
 
43.□□ 多くの試薬は，その化学薬品と反応する前に還元される可能性がある． 
 
 
44.□□ その脱離基は，求核剤によって追いだされた． 
 
 
45.□□ Aから Bへの電子移動のメカニズムは，まだよく理解されていない． 
 
 
46.□□ その反応は，1 電子移動によって引き起こされる． 
 
 
47.□□ 塩素やカルボニル基などの官能基は，この反応には耐性がある． 
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48.□□ 光学活性スルホキシドは，不斉合成の有用なキラル補助基である． 
 
 
49.□□ できるだけ迅速にろ過する必要がある． 
 
 
50.□□ 臭素は，ほかの官能基によって置換されやすい． 
 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
41.□□ (As for the me    chanism), an SN2-type route has already been established. 
 
42.□□ (No reaction occ     urred) without the additives. 
 
43.□□ Many reagents can be reduced (prior t     o) the reaction with the chemicals. 
 
44.□□ The leaving group (was expe     lled by) the nucleophile. 
 
45.□□ The mechanism of the electron transfer from (A to B re     mains elusive). 
 
46.□□ The reaction (is triggered      by) a single electron transfer. 
 
47.□□ Functional groups such as Cl and carbonyl groups (tolerate the  present reaction). 
 
48.□□ Optically active sulfoxides (are useful chiral auxiliary     ies) for asymmetric 

syntheses. 
 
49.□□ The filtration should be carried out (as rapidly a      s possible). 
 
50.□□ Bromine (                 ) by other functional groups. 
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 Lesson 6  本文 p.52～54／ＣＤトラック 57 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ operate 操作する 
□□ machine 機械 
□□ pursue    （る 
□□ research 研究，調査 
□□ attempt 試み 
□□ separate 分離する 
□□ stereoisomer 体 
□□ unsuccessful た 
□□ special 特殊な 
□□ apparatus （ちょっ 
□□ permit 可能にする 
□□ observation 観測 
□□ spectral スペクトルの 
□□ change 変化 
□□ in situ 系中での 
□□ purity 純度 
□□ confirm 確かめる 
□□ chromatography 
□□ peak ピーク 
□□ be assignable to ～   

□□ π-π*    
□□ transition 遷移 
□□ anticipate 期待する 
□□ system システム，系 
□□ accurate 正確な 
□□ analysis 分析 
□□ be due to ～ ～によ  
□□ stretching vibration 動 
□□ ester エステル 
□□ spectrum （複数形はル 
□□ analyze 分析する 
□□ on the basis of ～ ～ 
□□ deep 深い 
□□ starch デンプン 
□□ iodine ヨウ素 
□□ complex 錯体 
□□ serve as ～ ～として役 
□□ sensitive 感度の高い 
□□ test 検スト 
□□ identify  

 

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
51.□□ 彼は，研究を遂行するためのすべての機械を操作することができた． 
 
 
52.□□ 立体異性体を分離するすべての試みは不成功だった． 
 
 
53.□□ その特殊な装置のおかげで，系中でのスペクトル変化の観測が可能になった． 
 
 
54.□□ この化合物の純度は，ガスクロマトグラフィーで確かめられた． 
 
 
55.□□ そのピークはπ-π*遷移に帰属できる． 
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56.□□ そのシステムは，より正確な分析に役立つものと考えられていた． 
 
 
57.□□ 1730 cm－１ 付近の強いピークは，そのエステルの C=O 伸縮振動によるものである． 
 
 
58.□□ 方法 Aに基づいて，そのスペクトルを分析した． 
 
 
59.□□ ヨウ素デンプン錯体の深い青色は，非常に感度のよいヨウ素の検出法として役立つ． 
 
 
60.□□ あの方法は，生成物を同定するのに使えるかもしれない． 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
51.□□ He was able to operate (all the machine     s for) pursuing his research. 
 
52.□□ All attempts to separate the stereoisomers (were unsucces     sful).  
 
53.□□ The special apparatus (permitted the observation of) spectral changes (in   situ).  
 
54.□□ The purity of this compound (was confirm     ed by) gas chromatography. 
 
55.□□ The peak (is assignable to     ) the π-π* transition. 
 
56.□□ It was (anticipated that  ) the system would be useful for more accurate analysis. 
 
57.□□ The strong peak around (17     30 cm-1 is due to) the C=O stretching vibration 

of the ester. 
 
58.□□ The spectra were analyzed (on the bas      is of) method A. 
 
59.□□ The deep blue color of the starch-iodine complex (serv       es as) a very 

sensitive test for iodine.  
 
60.□□ That method may be used (to i      dentify) the products. 
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 Lesson 7  本文 p.55～57／ＣＤトラック 58 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ insist 主張する 
□□ bring about もたらす 
□□ red-shift レッドシフト 
□□ residual 残りの 
□□ solid 固体 
□□ recrystallize  
□□ be equal to ～ い 
□□ combination  
□□ eq 1（Eq. 1 や eq. 1） 
□□ lead 導く 
□□ partial pressure 圧 
□□ oxygen 酸素 
□□ affect 影響する 
□□ position 位置 
□□ equilibrium （複数形衡 
□□ is proportional to ～する 

□□ constant 一定の 
□□ volume 体積 
□□ ideal gas 理想気体 
□□ obey 従う 
□□ following 次の 
□□ pressure 圧力 
□□ mole モル 
□□ occupy 占有する 
□□ Kelvin ケ 
□□ product 積 
□□ fixed 固定した 
□□ outcome 結果 
□□ cause （結果として 
□□ thermodynamic  
□□ control 支配 
□□ kinetic  

 

 

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
61.□□ 彼はまず，その化合物の分析が先だと主張した． 
 
 
62.□□ 構造変化は，スペクトルのレッドシフトをもたらした． 
 
 
63.□□ 残った固体は，エタノール溶液から再結晶した． 
 
 
64.□□ 4 の 2 倍は 8 である． 
 
 
65.□□ 式 1 と式 2 を組み合わせると式 7 が導かれる． 
 
 
66.□□ 酸素の分圧が，平衡点に影響をおよぼす． 
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67.□□ 気体の圧力は，一定体積の下では絶対温度に（正）比例する． 
 
 
68.□□ 理想気体は，次の式に従う：すなわち pV = nRT である．ここで p は，n モルの気体が

（Kelvin の単位で測定した）温度 T において体積 V を占めるときの圧力である． 
 
 
69.□□ 気体の圧と体積の積は，一定の温度下では一定である． 
 
 
70.□□ その結果は，熱力学的支配でなく速度論的支配によるものである． 
 
 
 
 

③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
61.□□ He (insisted th     t) the compound should be analyzed in the first place. 
 
62.□□ The changes in the structure (broug    ht about) the red-shift in the spectrum. 
 
63.□□ The residual solid (was recry    stallized from) the ethanol solution. 
 
64.□□ Twice four (is equa   l to) eight. 
 
65.□□ (The combination of eqs 1 a     nd 2) leads to eq 7. 
 
66.□□ The partial pressure of oxygen (af   fects) the position of equilibria. 
 
67.□□ The pressure of gas (is （directly）     proportional to) the absolute temperature 

at constant volume. 
 
68.□□ An ideal gas (obeys the following equat      ion: pV = nRT), where p is the 

pressure when n moles of a gas occupy a volume V at temperature T． 
 
69.□□ (The produ     ct of) pressure (a     nd) volume of a gas is constant at a 

fixed temperature. 
 
70.□□ The outcome (is caused) not (   by) thermodynamic control but by kinetic control. 
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 Lesson 8  本文 p.58～60／ＣＤトラック 59 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ single bond 単結合 
□□ 1,3-butadiene 1,3-エン 
□□ is equivalent to ～ ～する 
□□ corresponding 対応する 
□□ n-butane = normal butane 
□□ in terms of ～ ～の点で 
□□ bond order 結合次数 
□□ notice 注意する 
□□ activation energy  活ギー 
□□ if anything  あても 
□□ negligibly 無視してよほど 
□□ dissolved 溶解した 
□□ substance 物質 
□□ raise 上げる 
□□ boiling point 沸点 
□□ lower 下げる 
□□ freezing point 凝固点 
□□ be concerned with ～ つ  

□□ protium プロチウム素） 
□□ spin  スピン（こ）  
□□ square 正方形 
□□ be defined as ～  ～とする 
□□ rectangle 長方形 
□□ equal 等しい 
□□ side 辺 
□□ aromatic 芳香族の 
□□ coplanar 共平面の，上の 
□□ perpendicular  垂直をなす 
□□ be adjacent to ～  ている 
□□ carbonyl group ニル基 
□□ initial 初期の 
□□ require 必要とする 
□□ actively 積極的に 
□□ in progress 進行中で 
□□ consume 消費する 

 
 
② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
71.□□ 1,3-ブタジエンの単結合は，結合次数の点からいえばn-ブタンの単結合と同等ではない． 
 
 
72.□□ この反応の活性化エネルギーは，たとえあるにしても無視できるほど小さいことに留意

せよ． 
 
 
73.□□ 溶解した物質は，溶媒の沸点を上昇させ凝固点を下げる． 
 
 
74.□□ スピン数 I が 1/2 のプロチウムについて考えてみよう． 
 
 
75.□□ 正方形は，四つの等しい辺をもつ長方形として定義できる． 
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76.□□ それらの芳香環は，互いに共平面にも垂直の関係にもない． 
 
 
77.□□ そのフェニル基（ベンゼン環）は，カルボニル基に隣接している．（Ph = C6H5-） 
 
 
78.□□ 初期濃度が高くなるほど，濃度が半分に低下するのに要する時間は短い． 
 
 
79.□□ これらの反応の速度論的な研究は，精力的に進行中である． 
 
 
80.□□ 出発物質は，10 分以内に消費された． 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
71.□□ The single bond in 1,3-butadiene (is not equivalent      to) the corresponding 

one in n-butane (in ter      ms of) bond order. 
 
72.□□ (                   ) the activation energy of this reaction is, 

(if any        thing), negligibly small. 
 
73.□□ A dissolved substance (ra   ise  s) the boiling point and (        ) the 

freezing point of a solvent. 
 
74.□□ (We shall be concerned       with) the protium whose spin number I is 1/2. 
 
75.□□ A square (is defined       as) a rectangle with four equal sides. 
 
76.□□ The aromatic rings are neither cplanar nor perpendicular to one another. 
 ＝ The aromatic rings (                                        ) to one another. 
 
77.□□ The Ph ring (is adjacent      to) the carbonyl group. 
 
78.□□ (          ) the initial concentration, (the  s     horter) the time 

required to reduce it by one-half.  
 
79.□□ Kinetic studies of these reactions (are actively in      progress). 
 
80.□□ The starting material (was c     onsumed) within 10 min. 
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 Lesson 9  本文 p.60～63／ＣＤトラック 60 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ be out of control 制御不能で 
□□ conductivity 伝導度 
□□ enhance 高める 
□□ dramatically 劇的に 

□□ conjugation 共役 
□□ extend 拡張する 
□□ significantly 著しく 
□□ promote 

□□ cupric chloride＝copper dichloride 
□□ cuprous chloride＝copper chloride 
□□ transition-metal 遷移金属 
□□ complex 錯体 
□□ catalyze 触媒作用を示す 
□□ oxidative 酸化の 
□□ elementary 基本の 
□□ resolution 分割 
□□ enantiomer エナン像 
□□ selectively 選択的に 
□□ convert 変換する 
□□ co-catalyst 共触媒 
□□ essential 必須の 
□□ completion 完了 
□□ interaction 相互作用 

□□ exert 働かせる 
□□ considerable かなりの 
□□ influence 影響 
□□ conformation コン  
□□ ligand 配位子 
□□ unique 独特の 
□□ feature 特徴 
□□ catalyst 触媒 
□□ versatile 用途の広い 
□□ cluster クラスター 
□□ attractive 魅力的な 
□□ candidate 候補 
□□ efficient  

 

 

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
81.□□ あの反応は，制御不能である． 
 
 
82.□□ 伝導度は，共役が拡張されると劇的に高まった． 
 
 
83.□□ その反応は，塩化銅を添加することで著しく促進された． 
 
 
84.□□ その遷移金属錯体は，Aと Bとの反応で触媒作用を示し，化合物 Cを与えた． 
 
 
85.□□ 酸化的付加は，最も重要な素反応のうちの一つである． 
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86.□□ 速度論的分割とは，鏡像体のうちの一つが選択的に異なる化合物に変換される反応のこ

とをいう． 
 
 
87.□□ 反応を完結させるためには，その共触媒が必須である． 
 
 
88.□□ この相互作用は，配位子のコンフォメーションにかなり影響をおよぼす． 
 
 
89.□□ この独特の特徴が，この新触媒を汎用性のあるものにしている． 
 
 
90.□□ 金属クラスターは，触媒として，効率的な C-H 活性化の魅力的な候補である． 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
81.□□ That reaction (is out of co     ntrol). 
 
82.□□ The conductivity (was enhanced dr       amatically) when the conjugation 

was extended. 
 
83.□□ The reaction (was signific     antly accelerated) by the addition of CuCl2. 
 
84.□□ The transition-metal complex (catalyzed the reacti     on of A with B to give) 

product C. 
 
85.□□ Oxidative addition (is one of     the most important) elementary reactions. 
 
86.□□ Kinetic resolution is a reaction by which one of the enantiomers 

 (is selectively conv     erted into) a different compound. 
 
87.□□ The co-catalyst (is essenti     al for) completion of the reaction. 
 
88.□□ This interaction (exerts   ) considerable (          ) the conformation 

of the ligand. 
 
89.□□ This unique feature (ma   kes) this new catalyst (ver   satile). 
 
90.□□ Metal clusters are attractive (          ) catalysts (     ) efficient 

C-H activations. 
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 Lesson 10  本文 p.63～66／ＣＤトラック 61 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ interfere with  
□□ activity 活性 
□□ phosphine ホスフィン 
□□ equivalent 等価の 
□□ facile 容易な 
□□ exchange 交換 
□□ propose 提案する 
□□ ethylene エチレン 
□□ novel 新規な 
□□ clean クリーンな 
□□ brass 真鍮 
□□ consist of ～ る 
□□ zinc 亜鉛 
□□ focus on ～ ～を重う 

□□ electrically 電気的に 
□□ conductive 伝導性の 
□□ polymer ポリマー 
□□ polyester ポリエステル 
□□ A as well as B A 
□□ nylon  ナイロン 
□□ exploit 利用する 
□□ synthetic 合成の 
□□ fiber 繊維 
□□ investigate 研究す 
□□ photocrosslinkable の 
□□ molecular weight 分 
□□ Gaussian distribution 

 
 
② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
91.□□ 酸素は，しばしばその触媒の活性に悪影響をおよぼす． 
 
 
92.□□ 二つのホスフィンは室温で容易に交換反応するため，31P NMR スペクトルでは等価であ

る． 
 
 
93.□□ われわれは，エチレン生成の新しい工程について提案したい． 
 
 
94.□□ われわれは，エチレン生成の新しい工程について提案したい．（やや格式ばった表現） 
 
 
95.□□ われわれは，エチレン生成のクリーンな工程について提案させていただきたい．（より丁

寧な表現） 
 
 
96.□□ 真鍮は，銅と亜鉛から成る． 
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97.□□ 最近，われわれは電気伝導性ポリマーに注目している． 
 
 
98.□□ ナイロンと同様，ポリエステルは合成繊維をつくるのに利用される． 
 
 
99.□□ われわれは，光架橋性ポリマーについて研究している． 
 
 
100.□□ そのポリマーの分子量は，ガウシアン分布に従わない． 
 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
91.□□ Oxygen often (interferes      with) the activity of the catalyst. 
 
92.□□ Two phosphines are equivalent in the 31P NMR spectrum at room temperature 

 (due to the facil     e) exchange reaction. 
 
93.□□ We (want      to propose) a new process for the production of ethylene. 
 
94.□□ We (wish to pro     pose) a novel process for the production of ethylene.  
 
95.□□ We (would like      to propose) a clean process for the production of ethylene. 
 
96.□□ Brass (consist     s of) copper (and   ) zinc. 
 
97.□□ Recently, we have been (focusi     ng  on) electrically conductive polymers. 
 
 
98.□□ Polyesters (as we      ll a ) nylons (a  xplo       ited for) the 

preparation of synthetic fibers. 
 
99.□□ We have (in     gated) photocrosslinkable polymers. 
 
100.□□ The molecular weight of the polymer (does n            ) a Gaussian 

distribution. 
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 Lesson 11  本文 p.66～69／ＣＤトラック 62 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ purpose 目的 
□□ clarify 解明する 
□□ polypyrrole ポリピロ  
□□ film フィルム 
□□ synthesize 合成する 
□□ bear ～ ～をもつ 
□□ be comprised of ～  
□□ cellulose セルロース 
□□ lignin リグニン 
□□ replace 取って代わる 
□□ petroleum 石油 
□□ soap セッケン 
□□ hydrophobic の 
□□ hydrophilic 親水性の 
□□ moiety  一部分 

□□ amphiphilic  
□□ surfactant 界面活性剤 
□□ drug 薬 
□□ demonstrate 実証る 
□□ in vivo 生体内でォで 
□□ histamine ヒスタミン 
□□ chemical   学物質 
□□ normal 正常の 
□□ tissue 組織 
□□ blood 血液 
□□ conductivity 性 
□□ dope ドー添加する  
□□ polyacetylene ン 
□□ be comparable to ～  
□□ NichromeTM wire  

 
 
② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
101.□□ この研究の目的は，このポリマーの分子量分布を解明することである． 
 
 
102.□□ ここでは，われわれはポリピロールフィルムの調製法について報告する． 
 
 
103.□□ われわれは，官能基をもついくつかのポリマーを合成した． 
 
 
104.□□ 木は，セルロースとリグニンから成る． 
 
 
105.□□ 石炭は石油に取って代わられている． 
 
 
106.□□ セッケンに含まれる分子は，疎水性と親水性の部分からなる． 
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107.□□ そのようなセッケンは，両親媒性界面活性剤と呼ばれる． 
 
 
108.□□ 人体でのその薬の有効性は，生体内では実証されていない． 
 
 
109.□□ ヒスタミンは，正常の組織や血液にもみられる化学物質である． 
 
 
110.□□ ドープしたポリアセチレンフィルムの伝導性は，ニクロム線のそれに匹敵した． 
 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
101.□□ (The purpose of this study is to      clarify) the molecular weight distribution 

of this polymer. 
 
102.□□ Here, we (r     eport the preparation) of polypyrrole films. 
 
103.□□ We synthesized several polymers (be     aring functional groups). 
 
104.□□ Woods (are comprised o     f) cellulose and lignin. 
 
105.□□ Coal (h as been replaced by     ) petroleum. 

 = Petroleum has replaced coal. 
 
106.□□ The molecule in soap consists of (     hydrophobic and hydrophilic moieties). 
 
107.□□ Such a soap (is call      ed) an amphiphilic surfactant. 
 
108.□□ The efficiency of the drug in humans (h     as not been demonstrated) in vivo. 
 
109.□□ Histamine (is a chemical fou      nd) in normal tissues and blood. 
 
110.□□ The conductivity of a doped polyacetylene film (w        as comparable to) 

that of a NichromeTM wire. 
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 Lesson 12  本文 p.69～72／ＣＤトラック 63 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ price 価格 
□□ huge 大きな，巨大な 
□□ drawback  欠点 
□□ material 物質 
□□ substance 物質 
□□ stand 耐える 
□□ optical 光学の 
□□ disk ディスク 
□□ be categorized into ～  
□□ following 次の，以下の 
□□ explore 調査する 
□□ innovative 革新的な 
□□ function 機能 
□□ methodology 方論 
□□ disclose   開示するる 
□□ patent 特許 

□□ conclusive 決定的な，  
□□ proof 証拠 
□□ genetic 遺伝（子）の 
□□ liquid crystal 液晶 
□□ promising 将来有望な 
□□ display    デ示 
□□ device 装置， 
□□ in those days は 
□□ according to ～  
□□ plan 計画 
□□ be completed  
□□ accident 事故 
□□ conceivable 想像できる 
□□ explosion 爆発 
□□ be attributable to ～  
□□ condensation

  
 
② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
111.□□ 値段の高いことが，この材料を使うことの大きな欠点である． 
 
 
112.□□ その目的には，高温に耐えない物質は使用できない． 
 
 
113.□□ 光学ディスクは，次の三つのグループに分類できる． 
 
 
114.□□ われわれは，革新的な機能をもつ新素材を調査している． 
 
 
115.□□ 同様の方法論が，すでにある特許のなかで開示されている． 
 
 
116.□□ その研究は，DNA が遺伝物質であるという確証をもたらした． 
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117.□□ 当時，液晶は表示装置の材料として有望視されていた． 
 
 
118.□□ その計画に従えば，化合物 Aの合成は来月完了する． 
 
 
119.□□ そのような事故は，ほとんど想像できなかった． 
 
 
120.□□ 爆発したのは，酸素が液化したためである． 
 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
111.□□ The high price is (a huge dr     awback) to using this material. 
 
112.□□ Substances that (cannot s  tnd) high temperature (cannot be  employed  for) 

that purpose. 
 
113.□□ Optical disks can (be category     ized into) the following three groups. 
 
114.□□ We have been (exploring ne     w materials) with innovative functions. 
 
115.□□ Similar methodology has (already been      disclosed) in a patent.  
 
116.□□ The study (provided conclus     ive proof) that DNA is a genetic material. 
 
117.□□ Liquid crystals (were promise        ng as) a material for display devices 

in those days. 
 
118.□□ (According      to the  plan), the synthesis of compound A will be completed 

next month. 
 
119.□□ Such an accident was (hardly conc   eivable). 
 
120.□□ The explosion (is at     tributable to) the condensation of oxygen. 
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 Lesson 13  本文 p.72～74／ＣＤトラック 64 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ unpredictable な 
□□ working hypothesis 仮説 
□□ rule 規則，法則 
□□ apply to ～ ～に適用する 
□□ attention 注目 
□□ implication 暗示する推測 
□□ validity 有効性 
□□ assumption 仮定 
□□ gasoline ガソリン 
□□ fraction 留分 
□□ crude 粗の，未精製の 
□□ boiling point 沸点 
□□ ranging from 40 to 200 ℃  
□□ prominent 顕著な 
□□ role 役割 
□□ progress 進歩 
□□ modern science 現代科 
□□ Kepler’s law ケプ 

□□ be derived from ～ ～  
□□ examination 考察 
□□ planet 惑星 
□□ advent 到来 
□□ unrealistic 非現実的な 
□□ dream 夢 
□□ achievement 業績 
□□ contribution 貢献 
□□ chemical industry 化業 
□□ fail to ～ ～に失敗する 
□□ obtain 得る 
□□ crystal 結晶 
□□ protein タンパク質 
□□ structure 構造 
□□ unambiguously 明と 
□□ determine 決定する 
□□ X-ray Ｘ線 
□□ crystallography  

 

 

 

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
121.□□ これらの結果は，その作業仮説からは予期できなかった． 
 
 
122.□□ あの規則は，この反応には適用できない． 
 
 
123.□□ その結果は仮定の有効性を示しており，とくに注目に値する 
 
 
124.□□ 未精製の石油のガソリン留分は，40 ℃から 200 ℃の範囲の沸点をもつ． 
 
 
125.□□ アインシュタインは，現代科学の進歩に顕著な役割を果たした． 
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126.□□ ケプラーの法則は，彼の惑星に対する注意深い考察から導きだされた． 
 
 
127.□□ 宇宙時代の到来により，月への旅行はもはや非現実的な夢ではなくなった． 
 
 
128.□□ 彼の業績は，化学産業に偉大な貢献をした． 
 
 
129.□□ そのタンパク質のよい結晶は得られていない． 
 
 
130.□□ その化合物の構造は，X 線回折によりはっきりと決定した． 
 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
121.□□ These results (were unpr     edictable from) the working hypothesis. 
 
122.□□ That rule (cannot be applied to     ) this reaction. 
 
123.□□ The fact (is worth paying particular ate           ntion to) because of 

its implications on the validity of the assumption. 
 
124.□□ Gasoline fractions of crude petroleum have boiling points  

(ranging from 4         0 to 200 ℃)． 
 
125.□□ Einstein (played a prom      inent role) in the progress of modern science. 
 
126.□□ Kepler’s law was derived from (                                     ) of planets. 
 
127.□□  (With the         advent of) the space age, a trip to the moon is no longer 

an unrealistic dream. 
 
128.□□ His achievement (made a gr      eat contribution to) the chemical industry. 
 
129.□□ We have (fail     ed to) obtain good crystals of the protein. 
 
130.□□ The structure of the compound (was      unambiguously       determined) 

by X-ray crystallography. 
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 Lesson 14  本文 p.74～76／ＣＤトラック 65 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ precise 正確な 
□□ enzyme 酵素 
□□ ambiguous  あな 
□□ crystallize 結晶化する 
□□ needle 針状結晶体 
□□ measure 測定する 
□□ spectrometer 分ー  
□□ instrumental る 
□□ analysis 分析 
□□ center センター設 
□□ coupling constant 数 
□□ be independent of ～  
□□ applied かけられた 

□□ magnetic field 場 
□□ data データ 
□□ rigorously 厳密に 
□□ exclude 除外する 
□□ practical 実用的な 
□□ belong to ～  
□□ category カテゴリ 
□□ prevent 防ぐ 
□□ degradation  
□□ researcher 研究者 
□□ collate 比較対照 
□□ institute

□□ to （the best of） one’s knowledge  
 

 

② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
131.□□ その酵素の正確な構造は，いまだにはっきりしていない． 
 
 
132.□□ その生成物は，オレンジ色の針状に結晶化した． 
 
 
133.□□ これらの NMR スペクトルは，分析センターの分光計で測定されたものである． 
 
 
134.□□ 君は，クルード（未精製）の反応混合物の 1H NMR スペクトルを測定しておくべきで

あった． 
 
 
135.□□ 結合定数 J は，かけられた磁場 H0には依存しない． 
 
 
136.□□ このデータは彼らが提案したメカニズムを厳密に除外している． 
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137.□□ これは，分類 Bに属する最も実用的な反応の一つである． 
 
 
138.□□ その化学薬品の品質低下を防ぐために，温度を－20 ℃に保った． 
 
 
139.□□ その研究者は世界中の研究機関からの莫大な量の情報を比較対照した． 
 
 
140.□□ われわれの知る限り，そのことについては何も知られていない． 
 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
131.□□ The precise structure of the enzyme (remain      s ambiguous). 
 
132.□□ The product (crystallize      ed as) orange needles. 
 
133.□□ These NMR spectra (were measure       d on) the spectrometer in the 

Instrumental Analysis Center. 
 
134.□□ You (should have            taken) the 1H NMR spectrum of the crude 

reaction mixture. 
 
135.□□ The coupling constant J  (J is indepe       ndent of) the applied magnetic 

field H0. 
 
136.□□ The present data (rigorous      sly exclude) the mechanism they proposed. 
 
137.□□ This is one of the most practical reactions that (belo      ng to) category B. 
 
138.□□ The temperature was maintained at －20 ℃ to (r    eve     nt degradation) 

of the chemicals. 
 
139.□□ The researcher (collate      d) a huge amount of information from research 

institutes all over the world. 
 
140.□□  (To （the bes     t of） our knowledge), nothing has been known about it. 
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 Lesson 15  本文 p.76～78／ＣＤトラック 66 
 

① 次の単語の意味を日本語で書け．                     

 
□□ come up with 提案 
□□ idea アイデア，理 
□□ utility 有用性 
□□ exemplify 例示する 
□□ fundamental 基本 
□□ concept 概念 
□□ actually 実際には 
□□ be identical with ～ ～ 
□□ conventional 通常 
□□ therefore それゆえ 
□□ be in conflict with ～ ～ 
□□ conclusion 結論 
□□ aspect 側面，局面 

□□ consider 考慮する 
□□ ascertain   確かめる 
□□ claim 主張 
□□ reject  却下 
□□ owing to ～ ～のために 
□□ lack 不足 
□□ evidence 証拠 
□□ be in accordance with ～ 
□□ theoretical 理論的な 
□□ value 値 
□□ method 方法 
□□ substantiate   
□□ convince  

 
 
② ①の単語をできるだけ使って，次の和文を英訳せよ．             

 
141.□□ あなたは，あなた自身のアイデアを提案すべきである． 
 
 
142.□□ この変換法の有用性は，それらの反応によって例示された． 
 
 
143.□□ この方法論の基本概念は，実際にはよくある手法と同じである． 
 
 
144.□□ それゆえ，彼らのデータはわれわれの結論と矛盾している． 
 
 
145.□□ これらの局面を考慮する必要がある． 
 
 
146.□□ その化学者たちは，何が実際に起こったのかを確証した． 
 
 
147.□□ この主張は，証拠不足のため却下されるべきである． 
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148.□□ この実験結果は理論値とよく一致した． 
 
 
149. □□ その方法は，寺田教授により実証された． 
 
 
150. □□ われわれは，あなた方にこの化学変換がたいへん有用であることを納得させたい． 
 
 
 
 
③ ＣＤの音声を利用して，カッコ内を埋めよ．                 

 
141.□□ You should (come up       with) your own idea. 
 
142.□□ The utility of this transformation (was exem      plified by) those reactions. 
 
143.□□ The fundamental concept of this methodology (is actua      lly identical to) 

the conventional procedure. 
 
144.□□ Their data (are therefore in con      flict with) our conclusion. 
 
145.□□ These (as    pects) must be considered. 
 
146.□□ The chemists (asc    ertained) what really happened. 
 
147.□□ This claim should (be rejected ow       ing to) the lack of evidence. 
 
148.□□ The experimental data (were in good accorda   nce with) the theoretical values. 
 
149.□□ This method has (been    substantiated) by Prof. Terada. 
 
150.□□ We want to (convince y      ou that) this transformation is very useful. 


