
GODFATHER DEATH  

 
 

 

1. be forced to ~ 〜を強いられる 
2. night and day 昼も夜も 
3. God   神 
4. pity  可哀想に思う 
5. at the christening 洗礼式で 
6. unfair 不公平 
7. Devil 悪魔 
8. seek 探す 
9. plenty 沢⼭の 
10. deceive    騙す 
11. lead ~ astray 誤った⽅向に導

く 
12. go onward 先に進む 
13. stride up to ~ ⼤股で〜に歩く 
14. Death 死神 
15. I make all equal 私は全てに対

して公平である 
16. without distinction   

 区別、差別なしに 
17. lack nothing   

 ⽋けるものは何もない 
18. bid (bade) 命じる 



19. herb 薬草 
20. present 贈り物をする 
21. celebrated 有名な 
22. physician 医者 
23. patient 患者 
24. appear 現れる 
25. stand by 〜の横に⽴つ 
26. with confidence ⾃信を持って 
27. recover 回復する 
28. mine 私のもの 
29. beware of ~ 〜に気をつける 
30. against my will 

 私の意志に反して 
31. fare ill with you 君に対し

てはうまく⾏かない 
32. befall (befell)降り掛かる、起る 
33. summon 呼び出す 
34. recovery 回復 
35. cheat 騙す 
36. for once  ⼀度だけ 
37. shut one eye ⽚⽬を閉じる 
38. risk 失敗を覚悟のうえでやる 
39. threaten with his finger  

 指を振って脅す 
40. overreach someone  

  出し抜く  
41. pardon 許す 
42. venture   命をかけて〜する 
43. cost   〜が犠牲になる 
44. afterwards その後 
45. severe illness 重い病気 
46. only child  ⼀⼈っ⼦ 
47. lose the sight of his eyes 

 視⼒を失う 

48. whosoever  
 誰であっても〜した⼈は 

49. rescue 救済する 
50. inherit the crown 

 主権を相続する 
51. ought to   

 〜するのが当然だ 
52. warning 警告 
53. be infatuated by ~   

 熱をあげている 
54. fling (flung) oneʼs thoughts to 

the wind   
 ⾵に吹き⾶ばす、不安をさら
りと捨ててしまう 

55. cast ~ on ~ 〜に〜を投げる 
56. glance(s) ⼀瞥 
57. raise ~ in the air 

 〜を空中にあげる 
58. withered fist しわくちゃの拳 
59. instantly ⼀瞬にして 
60. cheek 頬 
61. flush ぽっと⾚らむ 
62. defraud  だまし取られる 
63. property 所有物 
64. All is over with you.   

 君との関係はこれで全て終
わった。 

65. The lot falls on you.  運命が君
に襲いかかる 

66. seize 掴む 
67. resist 抵抗する 
68. cave 洞窟 
69. behold ⾒る 
70. horrified 怯える 



71. light a new one  
 新しいのに⽕をつける 

72. plead 乞い願う 
73. extinguish 消える 
74. fall on ~ 〜の上に落ちる 
75. in the hands of Death 

 死神の⼿中に 
 


