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Academic & Content Vocabulary 

 
abolition 奴隷制度廃止 

abolitionist 奴隷制度廃止論者 

absolute 絶対的な、専制、確固たる 

abuses 濫用、不正、虐待 

accomplish 成し遂げる、到達する、果たす 

act 行為、制定法、法律 

adapt 適応 

adaptation 環境などに適応すること 

adequate 適度の 

advantages 有利な立場、優位 

aid 手助けする、助力、援助、助手 

Albany Plan of Union アルバニー連合案（ 

allegiance 忠誠義務、献身 

alliance 同盟、連合 

alliances  同盟国、連合国 

ally 同盟させる/する、味方 

amendment 改正、修正 

American アメリカ人、アメリカの 

American Revolution アメリカ独立革命 

analysis 分析 

analyze 分析する 

ancestor 祖先、先祖 

Anti-Federalists 反連邦主義者 

appeal 控訴、懇願、上告、上訴請求 

appeasement 鎮静、宥和政策 

apportionment 配分 

appropriate 適切な、適正な 

area 地域、面積 

army 軍隊、陸軍 

Articles of Confederation 連合規約 

assassination 暗殺 

assemble 集める、召集する 

Assembly 議会、集会 



attribute 帰する、属性、特質 

autonomy 自治、自治国家、自治体 

balance バランス、均衡 

banking 銀行業、銀行業務 

barter 交換取引、物々交換 

behavior ふるまい、態度、習性 

belief 信ずること 

beliefs 信条、信念 

bias 偏見、先入観 

bicameral 二院制の 

bicameral legislature 二院制議会 

border 国境、境 

boundary 境界、境界線 

business 仕事、業務、営業、職業、事業、商業 

cabinet 官房、内閣、元首に対する助言機関 

campaign 軍事行動、従軍、勧誘、遊説 

Canada カナダ 

canal 運河 

capital 首都、資本、(罪が）死に値する 

capitalism 資本主義 

capitalist 資本主義者 

Catholics 旧教徒、カトリック教徒、全キリスト教徒 

cause 原因、主義主張 

census  人口調査、国勢調査 

central 中心の、中部の、本部、 

Central America 中米 

century 世紀 

characteristics 特徴 

characterize 特徴付ける、性格づける 

checks and balances 行き過ぎを抑えて均衡をとる 

chief executive 大統領、 高行政官 

Christianity キリスト教的信仰 

chronological 年代順の 

chronology 年代学、年表  

citizen 国民、市民 

civil service 公務  

Civil War アメリカ南北戦争 

civilization 文明、文明化、都会 

climate 気候 



coast 海岸、沿岸 

collapse 崩壊 

colonist 植民地開拓者 

colony 植民地 

commerce 商業 

common 共通の、公共の、普通の、 

common good 公益 

communicate 伝える、通ずる 

communication 伝達、連絡、通信、伝染 

communism 共産主義 

community 共同体、社会 

compare 比較 

competition 競争 

complex 複合の、複雑な 

compose 構成する、組織する 

compromise 妥協する、妥協 

Compromise of 1850 1850年の妥協 

conclude 終結する、締結する 

conclusion 終結、結末、結論 

concur 同意する、一致する 

condition 条件、状態、境遇 

confirm 確認する、確立する、追認する 

conquer 征服する、勝利を得る 

conscription 謀議、協力 

consent 同意 

Constitutional Amendments 憲法の修正条項 

Constitutional Convention 憲法制定会議 

construct 組み立てる、構築物 

construction 建造、建設工事 

consumption 消費 

continent 大陸 

continental congress 大陸会議 

continuous 連続的な、継続する 

contract 契約 

contrast 対照、対比、対比させる、正反対の 

control 管理 

convention 代表者会議、協定 

convince 説得する 

cooperation 協力、協力体 



corporation 法人、会社、自治団体 

corruption 脱落、腐敗 

cotton 綿花 

country 国家、地域、郊外 

county 郡 

court 法廷 

court cases 判例、訴訟事件 

credit 信用貸し、信望 

critical 批判的な、危機の、重大な 

crops 農作物 

cultural 文化的な 

cultural diversity 文化の多様性 

cultural identity 文化的独自性、文化的個性 

culture 文化 

currency 通貨 

debate 議論、討論する 

decide 決断する 

decision 決断、決定 
  
declaration 宣言、布告、声明 

defend 防衛する 

Democratic Party 民主党 

democratic society 民主主義社会 

demonstrate 論証する、実演説明する、デモをする 

derive 引き出す、由来する、派生する 

descendant 子孫 

describe  記述する、説明する 
  
detail 詳細 

develop 開発する、発達する 

developments 開発/造成した土地 

diplomat 外交官 

direct election of Senators 上院議員の直接選挙 

direct versus indirect election 直接選挙	 対	 間接選挙 

directions 指揮、指図、行き方、方向 

disadvantages 不利、不都合 

disaster 災害 

discriminate 差別する 

discrimination 差別 

disease 病気 



distance 距離 

division 分割、分類、区分 

domestic 国内の 

East 東、東部 

economic 経済の 

economy 経済 

effect 結果、効果、趣、趣旨、もたらす 

effective 効果的な、有効な 

efficient 能率のよい、有効な 

elaborate 念入りな、複雑な 

elastic clause 米国憲法の伸縮条項 

elect 選出する 

election 選挙 

electoral 選挙の、選挙人の 

eligible 資格のある、適任者、有資格者 

emancipate 束縛から解放する 

emancipation 解放 

Emancipation Proclamation 奴隷解放宣言 

embargo 出港禁止、通商禁止、禁制 

Embargo Act 出港禁止法 

empire 帝国 

enforce 強制する、法律などを実施する 

English イギリス人、英語、イギリスの 

English colonies 英国植民地 

enlighten 啓発する、教化する 

Enlightenment 啓蒙思想、啓発 

equality 平等、対等 

Era of Good Feelings 感情融和時代 

ethnic 民族の 

evidence 証拠、証言 

examine 検査する、尋問する 

example 例、実例、手本 

exchange 交換する、両替する 

exile 追放、流罪、亡命者、流人 

expand 拡張する、膨張する 

expansion 拡張、膨張 

expansionism 拡張主義、膨張主義 

explain 説明する 

exploration 探検、探査 



explore 探検する、調査する 

explorer 探検家 

export 輸出 

express 明示された、急ぎの、表現する、表す 

extend 延長する、伸ばす、延ばす 

extreme 極度の、 高の 

fact 真実 

factory 工場 

famine 飢饉 

farm 農場 

farmer 農業従事者、農家 

federal 連邦の、同盟の 

federal government 連邦政府 

federal system 連邦制 

Federalism 連邦主義 

Federalist Papers フェデラリスト	 ペーパーズ 

Federalists 連邦派、連邦主義者 

financial institutions 金融機関 

First Continental Congress 第一回大陸会議 

foreign 外国の、異国の、知らない 

foreign aid 対外援助 

Fort Sumter サムター要塞、南北戦争の勃発地 

freedom 自由、自主、独立 

Freedom Trail フリーダムトレール 

French フランス人、フランス語、フランスの 

French-Canadian フランス系カナダ人 

frequency 頻度、度数、周波数、振動数 

frontier 開拓前線、辺境（の）、国境（の） 

fugitive 逃亡者、脱走者 

genocide 集団殺害 

gist 要点、主要訴因 

goods 商品 

government 政府 

governor 知事 

grassland 牧草地、草原 

Great Britain 英国 

Great Compromise 偉大なる妥協 

growth 成長 

guide 案内 



happiness 幸福 

harbor 港 

harvest 収穫 

hemisphere 半球 

heritage 譲り伝えることのできる、遺伝性の 

hero 英雄、勇士、主人公 

heroes 英雄たち 

heroine 女主人公、女傑 

historian 歴史学者、歴史化、年代記編者 

historical 歴史的な 

histories 史実、歴史 

history 歴史、史実、変遷、歴史学、伝記 

homesteader ホームステッド法 

house 下院、家 

human 人間 

identify 身元を明らかにする、同一視する、一体感

を持つ 
identity 身元、個性 

illustrate 図解する、説明する、明示する、例証する 

immigrant 移民、入植者 

immigration 移住、入国、移民 

impact 影響（する）、衝撃(を与える）、打撃 

impacts 衝撃 

impartial 公正な、偏らない 

impeach 公職者を弾効する/解任する、信憑性を抗
議する 

impeachment 弾効、告発 

imperialism 帝国主義 

import 輸入 

inaugurate 就任式を行って就任させる、落成式を行う 

inauguration 就任、正式開始 

include 含む、含める 

indentured 年季奉公に入れた 

independence 独立 

independent  独立した 

India インド 

Indians (Native Americans) アメリカ先住民 

indifferent 無関心な、中立の、重要でない 

industrial 産業の、工業の 

industrial 産業(工業）の発達した 



Industrial Revolution 産業革命 

inevitable 避けられない、必然的な 

infer 推論する、推測する 

inflation インフレーション、通貨拡張 

inform 知らせる、通知する 

inspect 点検する、検査する 

institution 機関、団体、慣行、制度 

integrity 正直、誠実、完全 

intelligence 知性、理解力、諜報機関、情報部 

international 国際的な 

interpret 解釈する、通訳する 

interstate 州間の 

intolerance 耐えられないこと、不寛容 

invent 発明する 

invention 発明 

inventor 発明家 

investigate 調査する、捜査する、研究する 
  
Irish アイルランド人、アイルランドの 

iron 鉄、アイロン 

iron ore 鉄鉱石 

island 島 

isolation 孤立 

isolationism 孤立主義 

Japanese 日本人、日本語、日本の 

journal 日誌、議事録、新聞 

journey 旅行、道のり 

Judaism ユダヤ教、ユダヤ主義 

judge 裁判官、判事、審判者、裁判する、審判/
審査する、判断する、判決を下す 

judicial review 司法審査、違憲立法審査 

justice 正義、正当、司法 

Kansas-Nebraska Act カンサス－ネブラスカ法 

land 土地、陸地 

Land Ordinance of 1785 公有地法 

language 言語 

Latin America ラテンアメリカ 

latitude 緯度 

law 法律 

lawmakers 立法者、国会議員 



laws 規則、規定、ルール 

leader リーダー、先導者、党首 

legislation 立法、法律制定 

legislature 立法府、議会 

liberty 自由、解放 

limited 制限された、限られた、有限の 

Lincoln-Douglas debate リンカーン－ダグラス論争 

listen 聞く、傾聴する 

longhouse （Iroquois族などの）共同住宅; Longhouse 
Iroquios族の同盟 

longitude 経度 

Louisiana Purchase ルイジアナ購入 

loyal 忠実な、愛国者 

loyalist 独立戦争における国王派、忠誠派；南北戦

争における連邦主義者 
mainland 本土 

maize とうもろこし 

majority 大多数、過半数、多数派、多数党 

majority rule 多数決原理 

Manifest Destiny 自明の運命 

manor 荘園、屋敷、地所、永代借地 

manufacture 製造する 

manufactured 製造された 

manufacturing 製造 

map 地図 

map key 地図の記号解説 

market 市場 

Mayflower Compact メイフラワー契約 

mayor 市長 

Memorial Day メモリアルデー 

mercantilism 重商主義、商業主義 

metropolitan 主要都市の、大都市の、本国の、都会人 

Mexican War メキシコ戦争 

Mexicans メキシコ人 

Middle Atlantic 米国中部大西洋沿岸諸州 

Midwest 中西部 

migrant 移住者、出稼ぎ労働者 

migrate 移住する、渡る 

migration 移住、転住、渡り 

military 軍の、軍用の、軍人 



minorities 少数派、少数民族 

minority 少数、少数派の 

mission 使節団、伝道、使命、任務 

missionary 伝道師、宣教師 

Missouri Compromise ミズーリ協定 

modern 近頃の、近代の、現代的な 

Monroe Doctrine モンロー主義 

nation 国家 

national 国家の、全国的な、国立の、国営の 

national origins 生まれた国、原産国 

nationalism 国家主義、国粋主義、愛国主義、民族主義 

nationality 国籍、国民、国家、国民性 

Native American Indians アメリカ先住民、北米先住民 

natural 自然の、生れつきの 

navy 海軍 

necessity 必要性、必需品、必然 

neutral 中立の 

neutrality 中立、中立の立場 

New England ニューイングランド、米国北東部 

North 北部、北 

nullification 破棄、無効化、(州内の）連邦法適用拒否
論、連邦法無用論 

observe 観察する、慣習に従って祝う、しきたりど

おり執行する 
occur 生じる、起る、現れる 

ocean 大洋 

official 公式の、公務の、役人、政府高官 

omit 除外する、省略する 

opinion 意見 

opposition 反対、対立 

oppress 圧迫する、抑圧する、服従させる 

oppression 圧迫、制圧、虐待、苦痛、憂鬱 

oral  口頭の、口述の、口の 

ordinance 法令、布告、条例 

Oregon オレゴン州 

organize 組織する 

origin 起源 

overpopulation 人口過密 

parallel 平行、平行な 

Parliament 英国議会 



parties 政党、党派、党 

party 社会的な集まり、会、政党 

passage 通行、通過、通路、水路 

patriot 愛国者 

patriotic 愛国心の強い、愛国的な 

patriotism 愛国主義 

peace 平和 

peninsula 半島 

perceive 認める、気づく 

perception 認知、理解、概念、知覚 

persecute 迫害する、うるさく悩ます、 

persecution 迫害（特に宗教上の） 

perspective 遠近法、観点、見通し 

persuade  説得する 

persuasive 説得的な 

pioneer 開拓する、（道路などを）開く、開拓者の 

pioneers 開拓者、先駆者 

plagiarism 盗作、剽窃 

plagiarize 盗作する 

plain 明白な、簡単な、平野、大草原 

plan 計画、設計図 

plantation プランテーション、大規模農園 

plantation system プランテーションシステム 

pledge 誓約、言質、約束 

Pledge of Allegiance 忠誠の誓い 

policy 政策、方針 

political  政治的な 

politics 政治 

popular 人気のある、民衆の 

popular vote 一般投票 

population 人口、一定地域の全住民 

poverty 貧困 

power 力、権力 

preamble 序文 

precedent 先例、前例、判例、慣例 

predict 予想する、予測する 

prediction 予想、予測 

preindustrial 産業化前 

president 大統領、社長、総長、頭取 



President’s cabinet 大統領の助言機関、内閣 

primary elections 予備選挙 

primary sources 情報源、主な出典 

principle 原理、原則、主義 

privilege 特権、恩恵、（基本的人権による）権利 

process 過程 

proclaim 宣言する、交付する、禁止を宣告する 

proclamation 宣誓、発布 

product 産物、生産物 

productivity 生産性 

profit 利益 

prominent 顕著な、著名な 

propaganda プロパガンダ、宣伝、宣伝活動 

prosperity 繁栄、裕福 

protest 抗議する、主張する、抗議(書） 

public 一般（の）、公共（の）、人民（の） 

Puritan 清教徒 

purpose 目的 

pursuit 追求 

Quakers クエーカー教徒 

question 質問、疑問 

quote 引用する、値を付ける、見積もる 

racial 人種の、民族の、人種の違いに基づく 

racism 人種主義 

railroad 鉄道 

rank 階級 

ratification 批准、裁可 

ratify 批准する、裁可する 

realistic 現実主義の、現実的な、写実的な 

reason 理由、原因 

rebel 反逆する、謀反を起こす、反逆者 

rebellion 謀反、反乱、暴動 

recall 回収、撤回、思い出す、思い出させる 

recall election 公職者の解任を求めた一般投票 

recommend 推薦する、忠告する、勧める 

reconstruction 再建 

record 記録、記録する 

recount 詳しく述べる、数えなおす 

reduce 減らす 



reduction 減少 

reference 参照、照合、紹介 

reform 改革する、改善される、改正、改革 

reform movement 改革運動 

region 地域、地方、範囲 

regulation 規制、法規、調節 

reliability 信頼性、確実性 

reliable 信頼できる、確実な 

relief 救助、救済、苦痛や心配の除去や軽減 

repeat 繰り返す、反復 

report (n) 報告、報告書 

report (v) 報告する 

represent 代表する 

representation 代表、代議制、表現、描写、具象主義 

republic 共和国、共和制 

Republican government 共和党政府 

Republican Party 共和党 

reservation 保留、留保、遠慮、予約 

resign 辞職/辞任する、服する 

resignation 辞職/辞任、放棄、服従 

resist 抵抗する、阻止する、耐える 

resources 資源 

respond 応答する、応ずる、反応する 

response 返答、応答、反応 

responsibility 責任 

restrict 制限する、禁止する 

revenge 復讐、報復、復讐する、恨みを晴らす 

review (再）検討、検査、見直す、 

revise 訂正/修正する 

revolt 反乱、暴動、一揆、反乱を起こす 

revolution 革命、公転、一回り 

rights 権利、正義、秩序 
  
Rome ローマ 

rule  規則、支配/統治（する） 

scandal スキャンダル、醜聞 

scholar 学者、学生 

scientific 科学の、科学的な 

sculpture 彫刻、彫像 

secede 脱退する、分離する 



secession 脱退、分離(派） 

Second Continental Congress 第二回大陸会議 

secondary sources 副情報源、二次的な出典 

sectional 区分の、部門の、部分的な 

Sedition Act of 1918 1918年戦争遂行を妨害法 

segregation 人種差別/分離/隔離、人種差別規定 

select 選ぶ、選んだ、選抜する、精選した 

self-government 自治、自主管理 

Senate 上院 

separate 切り離す、分離する、分かれた、別々 

separation 分離、離脱、分割線、隔離 

separation of powers 権力の分立 

settlement 定住、植民、定住地、集落 

share 分け前、市場占有率、割当、株 

sharecropper 分益小作人 

sharecropping 分益小作 

Shay’s Rebellion シェーズの反乱 

significant 重要な、意味のある 

signify 意味する、示す、重大である 

similar 類似の、似た 

sin 罪、過ち 

slave 奴隷 

slave trade 奴隷貿易、奴隷売買 

social sciences 社会学 

society 社会 

source 源、もと、情報源 

South 南部、南 

Southern 南部の、南の 

Southwest 南西 

Spanish-American War 米西戦争(1898) 

specific 特定の、特有の、独特の、明確な 

spiritual 精神的な、心の、宗教的な 

spiritual beliefs 信仰、信心、宗教的の信条 

spoils system 猟官制 

Stamp Act 印紙法 

state 州 
  
states’ rights 州権 

status quo 現状、以前の状態 

statute (議会)制定法、法律、法令、法規 



stock market 株式市場 

strategy 戦略、計略 
  
sub-Saharan Africa サハラ(砂漠）以南の 

suburban 郊外の、都市近郊特有の、垢抜けない 

suffrage 選挙権、参政権、投票、賛意 

summarize 要約する、手短かに述べる 

supply 供給、供給する 

support 支援、支援する、支える 

supreme 高の、 後の、 重要な、至高の 

Supreme Court 高裁判所 

surplus 過剰（の）、黒字（の） 

symbol シンボル、象徴、記号 

system 組織、体系、システム、組織網 

Tammany Hall タマニーホール 

tariff 関税を課する 

tariffs 関税、料金表 

tax 税、税金、税を課する、重い負担 

taxation 課税 

technology 科学技術、工業技術、性能、技術的方法 

telegraph 電報 

temperance 自制されている事、節制、節酒、禁酒 

territorial 領土の、指定区域の、なわばり制の 

territorial expansion 領土拡張 

territory 領土、なわばり 

three-fifths compromise 五分の三方式の妥協 

timber 木材 

town 町、都市 

Townsend Plan タウンゼント案 

trade 交易 

trail 足跡、通った跡、歩道、登山道、進路、 

trait 特性、特徴、習性 

traitor 裏切り者、国賊、審議に背く者 

transportation 輸送、運搬、交通やその手段 

treaties 一連の外交条約、協定 

treaty 外交条約、協定、条約文書 

triangle 三角形、三角形のもの 

triangular trade 三角貿易 

tribe 部族 

trust (n) 信頼、信任、信用、委託、信託、掛売り 



trust (v) 信用する、信用貸しする、信頼して任せる 

Tweed Ring トウィード派 

typical 典型的な、代表的な、独特な 

underground 地下の、秘密の、地下組織の 

Underground Railroad 地下鉄道 

unemployment 失業、失業者 

union 団結、合併、組合 

Union 国と国との政治的な連合 

unionize 労働組合を結成する、労働組合に加入する 

unite 結束させる、一体にする 

untouchable 手の届かない、批判できない、触れること

を禁じられた 
urban 都会の 

usually 通常、普通は 

validate 有効にする、押印認可する、批准する 

value 価値 

veto 拒否権 

viewpoint 観点 

village 村 

wage 時間給 

war 戦争 

War of 1812 1912年戦争 

warfare 交戦状態、戦争行為 

waterway 水路、可航水路、水道 

West 西、西部 

western  西の、西部の 

westward 西方へ、西方向の 

Whiskey Rebellion ウィスキー暴動 

women 女性(複数） 

working (adj) 稼動する,	 働いている 

worship 礼拝（する）、崇拝（する） 

 
 


