
2 3

○1020
「変な夢」 a strange （d　　）
「歌手になるという夢を持つ」 
 have a （d　　）〔　〕 becoming a singer
「映画スターになることを夢見る」 
 （d　　）〔　〕 becoming a movie star

◆3

○1021
「良い教育を受ける」 
 get/receive a good （e　　）

○1022
「休息する」 have/take a （r　　）
「残りの［ほかの］時間」 
 the （r　　）〔　〕 the time

○1023
「彼女の住所をメモする」 
 make a （n　　）〔　〕 her address
「わが社は土曜日休業であることにご注意ください」 
   Please （n　　）（t　　） we are closed on 

Saturdays.

○1024
「社会で重要な役割を果たす」 
 play an important （r　　）〔　〕 society

○1025
「使った金を記録しておく」 
 keep a （r　　）〔　〕 the money you spend
「200メートル走の世界記録を破る［保持する］」 
   break/hold the world （r　　）〔　〕 the 

200m

○1026
「間違いをする［犯す］」 make a （m　　）
「火曜日を木曜日と間違える」 
 （m　　） Tuesday 〔　〕 Thursday

○1027
「彼女に伝言を残す」 leave her a （m　　）
「その映画のメッセージ」 
 the （m　　）〔　〕 the film

○1028
「法律を守る［破る］」 obey/break the （l　　）
「自然の法則」 the （l　　）〔　〕 nature

○1048
「100ドルの罰金」 a （f　　）〔　〕 $100
「スピード違反で100ドルの罰金を払う」 
 pay a $100 （f　　）〔　〕 speeding
「スピード違反で100ドルの罰金を科される」 
 be （f　　） $100 〔　〕 speeding

○1049
「目標を達成する」 achieve/reach a （g　　）

○1050
「大統領と会話する［話し合う］」 
 have a （c　　）〔　〕 the president

○1051
「大いに楽しむ」 have great/good （f　　）

○1052
「彼女は日本について良いイメージを持っている」 
 She has a good （i　　）〔　〕 Japan.
「鏡の中の彼女の像［鏡に映った彼女の姿］」 
 her （i　　）〔　〕 the mirror

○1053
「彼に圧力をかける」 put（p　　）〔　〕 him
「テストに合格する［しなければならない］というプレッシャー」 
 （p　　）〔　〕 pass the test

○1054
「良い［悪い］記憶力を持つ→記憶力が良い［悪い］」 
 have a good/bad （m　　）
「良い［悪い］思い出がある」 
 have good/bad （m　　）

○1055
「大量出血する」 lose a lot of （b　　）

○1056
「ショックを受ける」 get a （s　　）

○1057
「音を立てる」 make (a) （n　　）

○1058
「冗談［ジョーク］を言う」 tell a （j　　）

◆4

○1059
「道路の右［左］側に」 
 〔　〕 the right/left （s　　）〔　〕 the road
「道路の横［端］に」 
 〔　〕/〔　〕 the （s　　）〔　〕 the road

■2 語法で覚える ― 名　詞
◆1

○1001
「その絵の価値［価格］」 
 the （v　　）〔　〕 the picture

○1002
「（彼の）コンピュータの［に関する］知識」 
 his （k　　）〔　〕/〔　〕 computers

○1003
「親に対するふるまい［態度］」 
 （b　　）〔　〕 parents

○1004
「変化の兆し［しるし］」 a （s　　）〔　〕 change
「道路標識」 road （s　　）
「ここに署名してください」 
 （S　　） (your name) here, please.

○1005
「ビジネスでの成功」 （s　　）〔　〕 business

○1006
「親と子の関係」 
 the （r　　）〔　〕 parents （a　　） children

○1007
「星の大きさ」 the （s　　）〔　〕 a star

○1008
「どんな種類の食べ物が好きですか」 
 What （s　　）〔　〕 food do you like?
「リンゴを3つのグループに分類する」 
 （s　　） the apples 〔　〕 three groups

○1009
「新しいスタイルのダンス」 
 a new （s　　）〔　〕 dance

○1010
「一連の事故」 a （s　　）〔　〕 accidents
「冒険シリーズ」 an adventure （s　　）

○1011
「教育の仕事」 a （c　　）〔　〕 teaching

○1012
「道路の大きな穴」 
 a big （h　　）〔　〕 the road

◆2

○1013
「ベッドの［を置く］スペース」 a （s　　）〔　〕 a bed
「駐車するスペース」   a （s　　）〔　〕 park
「宇宙旅行」 （s　　） travel

○1014
「歩く元気がなかった」 
 I didn’ t have the （e　　）〔　〕 walk.
「風力エネルギー」 wind （e　　）

○1015
「学校に行く目的」 
 the （p　　）〔　〕 going to school
「彼が日本に来た目的」 
 his （p　　）〔　〕 coming to Japan

○1016
「パリを訪れる機会［好機］」 
 an （o　　）〔　〕 visit Paris

○1017
「新しい街をつくるプロジェクト［計画］」 
 a （p　　）〔　〕 build a new town

○1018
「状況を改善するための方策を講じる」 
 take （m　　）〔　〕 improve the situation
「星の大きさを測定する」 
 （m　　） the size 〔　〕 a star

○1019
「落ちる（ことに対する）恐怖」 
 （f　　）〔　〕 falling
「間違うのを恐れて」 
 for （f　　）〔　〕 making a mistake
「間違うのではないかと恐れている［心配である］」 
 I （f　　） I will make mistakes.

 ワークシート　2-2
　※  （　　 ）や〔　〕に用例と異なる語を入れることが可能な場合もありますが，まず用例の語を覚え
ましょう。〔　〕には前置詞・副詞が入ります。
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「残念ながらこの週末は忙しいと思います」 
 I’m （a　　） I’m busy this weekend.

○1106
「出かける用意ができている」 
 be （r　　）〔　〕 go
「喜んで［快く］手伝う」 
 be （r　　）〔　〕 help you

○1107
「健康に気をつけている」 
 be （c　　）〔　〕 my health
「食べ過ぎないように注意している」 
 be （c　　）（n　 ）〔　〕 eat too much
「食べ過ぎないように注意しなさい」 
 Be （c　　） you （d　 ） eat too much.

○1108
「私に腹を立てている」 be （a　　）〔　〕 me
「私が言ったことに腹を立てている」 
 be （a　　）〔　〕 what I said
「…ということを聞いて怒っている」 
 be （a　　）〔　〕 hear that ...
「彼は彼女が電話してこなかったことに怒っている」 
 He was （a　　）（t　　） she didn’t call him.

○1109
「彼女の結婚式にわくわくしている」 
 be （e　　）〔　〕 her wedding
「彼女に会うことにわくわくしている」 
 be （e　　）〔　〕 see her

○1110
「そのニュースを喜んでいる」 
 be （g　　）〔　〕 the news
「お会いできてうれしいです［初めまして］」 
 (I’m) （g　　）〔　〕 meet you.
「おいでいただくことができてうれしいです」 
 I’m （g　　） you were able to come.

○1132
「家を去るのが悲しい」 
 be （s　　）〔　〕 leaving home
「…ということを聞いて悲しい」 
 be （s　　）〔　〕 hear that ...
「あなたが行ってしまうのは悲しい」 
 I am （s　　）（t　　） you’re leaving.

◆3
①

○1133
「楽しい時を過ごす」 have a （n　　） time
「お会いできてうれしいです［初めまして］」 
 (It’s) （n　　）〔　〕 meet you.
「手伝っていただきありがとうございます」 
 It was （n　　）〔　〕 you 〔　〕 help me.
② 
○1134

「高価な車」 an （e　　） car
「あの車は高すぎて私には買えない」 
   That car is （t　　）（e　　）〔　〕 me 〔　〕 

buy.
「東京に住むのは値段が高い［費用がかかる］」 
 It is （e　　）〔　〕 live in Tokyo.

○1135
「危険な場所」 a （d　　） place
「夜間に女性が一人でここを歩くのは危険だ」 
   It’s （d　　）〔　〕 a woman 〔　〕 walk alone 

here at night.
「この川で子どもが泳ぐのは危険です」 
   This river is （d　　）〔　〕 children 〔　〕 

swim 〔　〕.

○1136
「安全な食べ物」 a （s　　） food
「これは子どもが食べても安全（な食べ物）ですか」 
 Is it （s　　）〔　〕 children 〔　〕 eat this?
「この食べ物は子どもが食べても安全です」 
 This food is （s　　）〔　〕 children 〔　〕 eat.

◆4

○1137
「あなたはすぐに医者に診てもらうことが必要です」 
   It is （n　　）〔　〕 you 〔　〕 see a doctor at 

once.
 ＝   It is （n　　）（t　　） you see a doctor at 

once.

○1138
「彼がそんなことを言うのは奇妙だ［変だ］」 
 It is （s　　）〔　〕 him 〔　〕 say that.

○1060
「地球の中心に」 〔　〕 the （c　　）〔　〕 Earth
「ショッピングセンター」 a shopping （c　　）

○1061
「山の頂上に」 
 〔　〕 the （t　　）〔　〕 the mountain
「トッププレーヤー［一流選手］」 
 a （t　　） player

○1062
「バスの最前席に」 
 〔　〕 the （f　　）〔　〕 the bus
「バスの前方に」 〔　〕（f　　）〔　〕 the bus
「（車などの）前の座席」 the （f　　） seat

○1063
「5月中旬に」 〔　〕 the （m　　）〔　〕 May 　
「線の中点」 the （m　　） point 〔　〕 a line

○1064
「時速70キロで」 
 〔　〕 a （s　　）〔　〕 70 km an hour

○1065
「通りの角に」 
 〔　〕/〔　〕 the （c　　）〔　〕 the street
「部屋の隅に」 
 〔　〕 the （c　　）〔　〕 a room

■3 語法で覚える ― 形容詞
◆1

○1097
「重病」 a （s　　） illness
「本気でスターになるつもりでいる」 
 be （s　　）〔　〕 becoming a star

○1098
「仕事に急ぐ人でいっぱいである」 
 be （f　　）〔　〕 people hurrying to work
「あなたのフルネーム」 your （f　　） name

○1099
「スペイン語を学びたいと思っている」 
 be （i　　）〔　〕 learning Spanish

○1100
「宿題で忙しい」 
 be （b　　）〔　〕 my homework

「テストの準備をするのに忙しい」 
 be （b　　） preparing 〔　〕 the test
「（人通りなどで）にぎやかな通り」 
 a （b　　） street
「話し中です」 The line is （b　　）.

○1101
「役に立つ［有益な］本」 a （u　　） book
「学生に役立つ」 be （u　　）〔　〕 students
「あなたの勉強に役立つ」 
 be （u　　）〔　〕 your study
「この本を読むことは役に立つ［有益だ］」 
 It is （u　　）〔　〕 read this book.

○1102
「一日中勉強して疲れている」 
 be （t　　）〔　〕 studying all day
「英語を聞くことに飽きている」 
 be （t　　）〔　〕 listening to English

○1103
「がまん強く［根気強く］なろう」 Be （p　　）.
「自分と他人に対してがまん強く［根気強く］なりなさい」 
 Be （p　　）〔　〕 yourself and others.

◆2

○1104
「お待たせしてすみません」 
 I’m （s　　）〔　〕 making you wait.
 ＝ I’m （s　　）〔　〕 keep you waiting.
「私の間違いですみません」 
 I’m （s　　）〔　〕 my mistake.
「彼女が気の毒だ［かわいそうだ］」 
 I feel （s　　）〔　〕 her.
「お父さんのことはお気の毒です」 
 I’m （s　　）〔　〕 your father.
「…ということを聞いて気の毒に［残念に］思う」 
 be （s　　）〔　〕 hear (that) ...

○1105
「彼女に会うのではないかと恐れる」 
 be （a　　）〔　〕 seeing her
「彼女に会うのが怖い［怖くて会えない］」 
 be （a　　）〔　〕 see her
「彼女を心配する［気遣う］」 
 be （a　　）〔　〕 her
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「彼女がまだ来ていないのは変だ」 
 It’s （s　　）（t　　） she hasn’ t come yet.
「見知らぬ町」 a （s　　） city

○1139
「幸運な人たち」 （l　　） people
「4人用のテーブルが取れたのは幸運だった」 
 We were （l　　）〔　〕 get a table 〔　〕 four.
「窓際のテーブルが取れたのは幸運だった」 
   We were （l　　）（t　　） we got a table near 

the windows.

「幸運にも最後のテーブルが取れた」 
 It was （l　　）（t　　） we got the last table.

○1140
「おもしろい話」 a （f　　）（s　　）
「彼が来ていないのは奇妙だ［変だ］」 
 It’s （f　　）（t　　）he hasn’ t come.

Ⓒ KAGENSHA


