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What is the Real Secret of Obtaining Desirable Possessions? 

generosity 気前のよさ 

give credit 信用する 

accomplish 成し遂げる 

accumulate 蓄積する 

praise 称賛 

omit 省略する 

be born under a lucky star 幸せな星の下に生まれる 

charm 魔法のように作用する 

theological 神学の 

nevertheless それにもかかわらず 

sincere belief 心からの信念 

in regard to ～については 

possession 財産 

be aware of ～に気がつく 

overlook 見過ごす 

so simple in operation 非常に簡単に行われている 

conceive 思いつく 

make use of ～を利用する 

outburst 感情があふれること 

roadster ロードスター （車種：2～3 人乗りのオープンカー） 

regarding ～に関して 

bookkeeper 経理係 

stroll 散歩 

reply 返事をする 

sanctorum 部屋、私室 

voice 声に出す 

tirade 長い演説 

hay-fever 花粉症 

allowance 小遣い 

trying affairs やっかいな出来事 

exclaim ～と叫ぶ 

this is the last straw もうこれ以上我慢できない 
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Bridge ブリッジ （トランプのゲーム） 

be entitled to ～することができる 

thoughtless 思慮のない 

definitely 全く 

accomplish 成し遂げる 

equipment 道具 

mighty power 非常に大きな力 

anxious 不安な 

serve 役に立つ 

capable  能力がある 

earnestly 真剣に 

psychic サイキックの、心霊的な 

subjective 主観的な 

omnipotent 全能の 

conscious 意識的な 

admission 許可 

earnest 真剣な 

occasional 時々の 

half-hearted 本気でない、心半分の 

sincerely 心から 

truthfully 本当に 

vacillating ぐらつく 

concise 簡潔な 

definite 確かな 

resultful 成果のある 

  

The Plan 

in order of ～の順に 

until you have it about right あなたがこれでいい、と感じるまで 

be discouraged がっかりする 

on account of ～のことで、～の理由で 
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Three Positive Rules Of Accompkishmen 

except to ～以外に 

acquire 得る 

from all practical reasoning 現実的に考えて 

unattainable  達成できない 

nevertheless それでも 

fertile  肥沃な 

shoot up 急に成長する 

stalk 茎 

ear of corn 一本のトウモロコシ 

definite 明確な 

unfold 展開する 

deserving ～に値する 

rest assured （確実なので）安心する 

indication 表れ、示すもの 

skeptical 疑いを抱く 

inner self 内なる自分 

interfere 邪魔する 

prevent 阻む 

enter into ～を始める 

controversial 意見の分かれる 

susceptible  影響されやすい 

satisfactory 満足できる 

accomplishment 達成 

ground 土地 

furnishing 備品 

ancient 古い 

taste of accomplishment 達成を経験する 

discredit 疑い 

remarkable coincidence 注目すべき符合 

assert  ～を主張する 

credit 信用 

assurance 確かさ 
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in tune with ～と合って 

sincere 偽りのない 

earnest 心からの 

gratitude 感謝 

be reflected in your face あなたの顔に反映している 

  

Caution 

miserable  惨めな 

wreck だめにする 

rob 奪う 

eternal 永遠の 

pave 舗装する 

pale 限界 

discontinuance 中止 

welfare 幸福 

  

In Conclusion 

spoof からかう 

grant ～をかなえてやる 

aright 正しく 

thereby それによって 

deliberately わざと 

mysteriously 神秘的に 

bestow 授ける 

aspiration 呼吸 

profitable  有益な 

be discouraged がっかりする 

withhold 保留する 

 


