
 

以下のデータは、英辞郎 Ver.160 で追加されたデータのうちの一部です。これ

らのサンプルデータにおいては、漢字の読み仮名が削除されています。 

 

コンピューター／インターネット 

 

■evergreen content : 《イ》エバーグリーンコンテンツ◆頻繁に更新しなく

ても、ユーザーを長期間引き付けることができるコンテンツ◆【語源】コンテ

ンツがいつまでも新鮮な様子が常緑樹(evergreen)のようだから。 

■hybrid cloud : 《コ》ハイブリッドクラウド◆パブリッククラウドとプライ

ベートクラウドなどを組み合わせて利用する形態 

■public cloud : 《コ》パブリッククラウド、社外クラウド◆インターネット

上で不特定多数のユーザーに供されているクラウドシステム◆【対】private 

cloud 

 

 医 学  

 

■arteriology  {名} : 動脈学 

■autoinoculable  {形} : 自己接種可能な◆【名】autoinoculation 

■auxotonic  {形} : 〔筋肉の収縮が〕増負荷性の 

■barostat  {名} : バロスタット◆容器・臓器・航空機などの内圧を調節する

装置 

■carotidal  {形} : 《解剖》頸動脈の［に関する］ 

■dyscoimesis  {名} : 入眠困難症 

■eparsalgia  {名} : 過労痛 

■fragilocyte  {名} : 《解剖》脆弱赤血球◆浸透圧脆弱性(osmotic fragility)

を特徴とする赤血球(erythrocyte) 

■gastroenteroplasty  {名} : 《外科》胃腸形成術◆胃と小腸の形成手術 

■glossolysis  {名} : 舌まひ 

■hysterical blindness : ヒステリカル・ブラインドネス◆葛藤やストレスな

どの心理的要因によって視力を失うこと 

■lenticulo-optic  {形} : 《解剖》レンズ核と視床の［に関する］ 

■mastoparietal  {形} : 《解剖》乳様突起(mastoid process)と頭頂骨

(parietal bone)の［に関する・を含む］ 

■perc  {名} : 〈俗〉パーコセット、オキシコドン◆オピオイド系鎮痛剤の一

種。正規の医薬品だが、しばしば乱用される。◆主に複数形で使われる(percs)。

◆【語源】商標名 Percocet を略したもの。◆【参考】Percocet 

■photoptarmosis  {名} : 光性くしゃみ◆光の影響で出るくしゃみ 

■prediastole  {名} : 〔心臓周期の〕前拡張期 

■radiolesion  {名} : 放射性病変◆放射線に暴露することによって引き起こ

される病変 



 

 そ の 他  

 

■animatism  {名} : アニマティズム◆動物や植物だけではなく、無生物や自

然現象にも生命があるという考え方 

■bleh  {間投} : 〈俗〉くだらない、ベー、どうでもいい、駄目、あまり良く

ない◆無関心・軽蔑などを表す。形容詞的に使われることもある。◆【類】meh ; 

blah 

■cherophobia  {名} : 幸せ［幸福］恐怖症◆幸せになることに対して異常な

恐怖心を持つこと 

■duskiness  {名} : 〔光量が不足した〕薄暗さ◆【形】dusky 

■flightlessness  {名} : （空を）飛べないこと、飛行能力の欠如◆例えばペ

ンギンについて 

■group-theoretic  {形} : 《数学》群論的な 

■halitophobia  {名} : 口臭恐怖症◆口臭に対して異常な恐怖心を持つこと 

■has-been  {名} : 落ち目の人、盛りを過ぎた人◆昔は有名だった人・影響力

が強かった人など。（引退したわけではないが）存在感が低下している。 

■ infodemic  {名 } : インフォデミック◆根拠のない不確かな情報

(information)が伝染病(epidemic)のように世界中に広がり、問題の解決をより

困難にしている状況 

■jammies  {名} : 〈幼児語〉パジャマ(pajamas)◆【用法】複数扱い 

・Get your jammies on. パジャマを着てください。◆子どもなどに対して。 

・I was still in my jammies. 私はまだパジャマ姿でした［のままでした・を

着ていました］。 

■never-was  {名} : （一度も）成功しなかった人、鳴かず飛ばずの人◆【複】

never-weres 

■overbanking  {名-1} : 銀行過剰、オーバーバンキング◆ある地域や国にお

いて銀行が過剰に存在すること 

■overbanking  {名-2} : 〔旋回する飛行機の〕大き過ぎるバンク角、過剰な

傾斜 

■play dumb : 〔～について〕黙っている［ごまかす・知らん顔する・しらば

くれる・とぼける・知らないふりをする］ 

・Stop playing dumb. とぼけるのは、やめてください。 

■profanity-laden  {形} : 汚い［下品な］言葉だらけの◆発言など 

■rush things : 物事を急ぐ、急いで［慌てて］物事を行う 

・Let's not rush things. せっかちになるのは、やめましょうよ。／事を急が

ず［性急に行動せず］、少し様子を見ましょう。 

■superciliously  {副} : 〈軽蔑的〉〔態度・表情などが〕傲慢に◆【形】

supercilious 

■swiller  {名} : 〈話〉〔特に酒を〕がぶ飲みする人 

■tankmate  {名} : タンクメート、同居魚、混泳魚、（同じ水槽内で）混泳す

る［させる］魚◆観賞魚を飼う場合など。魚の視点では「混泳する」、飼育者の



 

視点では「混泳させる」。 

 

 略 語  

 

■FTPL : ＝fiscal theory of the price level●物価水準の財政理論◆財政政

策が物価水準の決定を主導するという理論。アメリカの経済学者クリストファ

ー・シムズらが提唱。 

■FWS Program : ＝Federal Work-Study Program●〈米〉連邦ワークスタディ・

プログラム◆連邦政府による大学生への財政援助プログラム。職業体験の報酬

として奨学金が支払われる。 

■IoMT : ＝Internet of medical things●医療（分野）の IoT、医療分野にお

けるモノのインターネット◆【参考】Internet of things 

■SIB : ＝social impact bond●ソーシャル・インパクト・ボンド、社会貢献

型投資◆行政が民間事業者に業務を委託し、これまでより費用が削減される形

で成果が挙げられた場合にのみ、その事業者に資金を提供した投資家に対価を

支払う仕組み。 

 

例文集「例辞郎」 

■Buy one get one half off. : 二つまとめて買うと、片方（は）半額です。 

■Don't hate me for this. : このせいで私を嫌わないでください。／悪く思

わないでね。 

■Don't tell anyone I told you this. : 私があなたにこの話をしたというこ

とは、誰にも言わないでくださいね。／私が言った［から聞いた］ってことは

内緒にしてね。 

■Good luck in your search. : （うまく）見つかるといいですね。／頑張っ

て探してください。 

■Gossip travels fast. : うわさが広まるのは速いです。◆他人（特に有名人）

の私生活に関する事柄などについて。 

■How are your grades doing? : あなたの成績はどんな具合ですか？／最近、

成績（は）どう？◆【場面】学生などに近況を尋ねる。 

■I can't remember the last time I laughed so hard. : こんなに笑ったの

は何年ぶりだろう。◆【直訳】私は、私がこれほど激しく笑った前回を思い出

せない ⇒ 前回は思い出せないくらい昔。本当に久しぶりに爆笑した。 

■I'm done talking about it. : その話は、これで終わりです［にしてくださ

い］。／その話はここまで。◆【場面】言いたいこと・言うべきことは言い終え

た。その件については、これ以上話したくない。 

■It's a long way off. : （それは）まだまだ先のことです。／遠い未来の話

です。 

■Like anyone cares. : そんなこと誰も気にしないよ。／くだらないことで大

騒ぎするな。／さも大ごとみたいに…。 



 

■There's more to life than dates. : デートばかりが人生ではありません。

／人生には、デートの他にも大切なことが（いろいろ）ある。 

■Today was so much fun. : 今日は本当に楽しかったです。 

■Too bad I didn't have a camera. : あいにく私はカメラを持っていません

でした。／カメラがなかったのが残念。◆【場面】できれば写真を撮りたかっ

た場合など。 

■You're not safe here. : この場所は危険です。／ここにいては危ない。◆

【場面】「別の場所に移動・避難した方がいい」と相手に伝える。 

■You're all that matters to me. : 私にとって大切なのは、あなただけです。

／（私には）あなたのこと以外は、どうでもいいのです。／あなたのことしか

頭にない。◆【場面】熱愛など。 


