
ITスキル課題 ３年(  )組(  )番 ⽒名(          )

諸注意１．日本語の意味は、読みと異なるものを記入しましょう。

諸注意２．授業ではノートを使いませんので、専用のものを準備する必要はありません。

番号 英単語 読み 日本語の意味

1 cash キャッシュ

2 flow フロー

3 asset アセット

4 equity エクイティ

5 portfolio ポートフォリオ

6 sustainability サスティナビリティ

7 governance ガバナンス

8 company カンパニー

9 matrix マトリクス

10 chief チーフ

11 executive エグゼクティブ

12 information インフォメーション

13 finance ファイナンス

14 technical テクニカル

15 career キャリア

16 development デベロップメント

17 management マネジメント

18 manager マネージャー

19 human ヒューマン

20 resouce リソース

21 diversity ダイバシティ

22 right ライト

23 publicity パブリシティ

24 cross クロス

25 license ライセンス

26 public パブリック

27 source ソース

28 volume ボリューム

29 activation アクティベーション

30 subscription サブスクリプション

31 flex フレックス

32 stakeholder ステークホルダ

33 corporate コーポレート

34 social ソーシャル

35 responsibility レスポンシビリティ

36 product プロダクト

37 liability ライアビリティ

38 compliance コンプライアンス

39 opt オプト

40 international インタナショナル

41 standard スタンダード

42 organization オーガニゼーション

43 industrial インダストリアル

44 de facto デファクト

45 strength ストレングス

46 weakness ウィークネス

47 opportunity オポチュニティー

48 threat トリート
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49 customer カスタマー

50 competitor コンペティター

51 competence コンピタンス

52 process プロセス

53 outsourcing アウトソーシング

54 alliance アライアンス

55 offshore オフショア

56 value バリュー

57 chain チェイン

58 merger マージャー

59 acquisition アクイジション

60 fabrication ファブリケーション

61 facility ファシリティー

62 cycle サイクル

63 cell セル

64 material マテリアル

65 manufacturing マニュファクチャリング

66 requirement リクァイアメント

67 performance パフォーマンス

68 indicator インジケーター

69 theory セオリー

70 constraint コンストレイント

71 quality クオリティ

72 score スコア

73 critical クリティカル

74 success サクセス

75 factor ファクター

76 frequency フレクエンシー

77 relationship リレーションシップ

78 sales セールス

79 force フォース

80 automation オートメーション

81 supply サプライ

82 convenience コンビニエンス

83 inovation イノベーション

84 concurrent コンカレント

85 artificial アーティフィシャル

86 intelligence インテリジェンス

87 deep ディープ

88 mining マイニング

89 radio ラジオ

90 identification アイデンティフィケーション

91 electronic エレクトロニック

92 commerce コマース

93 aid エイド

94 integrate インテグレート

95 enterprise エンタープライズ

96 architecture アーキテクチャ

97 funding ファンディング

98 optimization オプティマイゼーション
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99 devide デバイド

100 proposal プロポーサル

101 provider プロバイダー

102 delivery デリバリー

103 infrastructure インフラストラクチャー

104 code コード

105 frame フレーム

106 case ケース

107 review レビュー

108 unit ユニット

109 throughput スループット

110 response レスポンス

111 turn ターン

112 around アラウンド

113 regression リグレッション

114 bottom ボトム

115 module モジュール

116 waterfall ウォーターフォール

117 prototype プロトタイプ

118 spiral スパイラル

119 unified ユニファイド

120 rapid ラピッド

121 agile アジャイル

122 reverse リバース

123 engineering エンジニアリング

124 knowledge ナレッジ

125 scope スコープ

126 work ワーク

127 breakdown ブレイクダウン

128 structure ストラクチャ

129 arrow アロー

130 diagram ダイヤグラム

131 dummy ダミー

132 path パス

133 bottleneck ボトル

134 neck ネック

135 chart チャート

136 milestone マイルストーン

137 agreement アグリーメント

138 library ライブラリ

139 practice プラクティス

140 incident インシデント

141 release リリース

142 frequently フリクエンシー

143 ask アスク

144 uninterruptible アニイタラプティブル

145 power パワー

146 penetration ペネトレーション


