
2 3

「10まで数える」 （c　　） (up) 〔　〕 ten
「彼を私の親友の1人とみなす［思う］」 
 （c　　） him 〔　〕 one of my best friends

「彼が助けてくれることを当てにする［頼りにする］」 
 （c　　） 〔　〕 him 〔　〕 help me

○1172
「自分の意見を貫く〔にくっつく〕」 
 （s　　） 〔　〕 my opinion

「（人・車などが）雪で動けなくなる」 
 get 〔　〕 〔　〕 the snow

「本をかばんに突っ込む」 
 （s　　） the books 〔　〕 my bag

○1173
「互いに競走する」 （r　　） 〔　〕 each other
「駅へ急ぐ」 （r　　） 〔　〕 the station
「席を取ろうと急ぐ［先を争う］」 
 （r　　） 〔　〕 get a seat

○1174
「山を登る」 （c　　） (up) the mountain
「（温度が）40度に上がる［上昇する］」 
 （c　　） 〔　〕 40 degrees

○1175
「呼び鈴を鳴らす［押す］」 （r　　） a doorbell
「電話が鳴っている」  The phone is （r　　）.
「あとで電話をかけ直します」 
 I’ ll （r　　） you 〔　〕 later.

○1176
「痛みに耐える」   （b　　） the pain
「費用をもつ［負担する］」 （b　　） the cost
「このことを心に留めてください」 
 Please （b　　） this 〔　〕 mind.

○1177
「ドラムをたたく」 （b　　） a drum
「記録を破る」 （b　　） a record

○1178
「冷たい風が吹いている」 
 A cold wind is （b　　）.

「（風が）彼の帽子を吹き飛ばす」 
 （b　　） his hat 〔　〕

「彼に一撃を与える」 strike him a （b　　）

◆2

○1179
「規則に従う［を破る］」 follow/break a （r　　）
「原則として［概して］」 〔　〕 a (general) （r　　）
「国を支配する」 （r　　） a country

○1180
「政治に興味がある」 
 have an （i　　） 〔　〕 politics

「利子率［利率］」 （i　　） rate
「個人の利益」 
 the （i　　） 〔　〕 the individual

○1181
「問題の性質［本質］」 
 the （n　　） 〔　〕 the problem

「生まれつき」 〔　〕 （n　　）

○1182
「短い［長い］間」 〔　〕 a short/long（p　　）
「江戸時代」 the Edo （p　　）
「1［2， 3］時限目」 first/second/third （p　　）

○1183
「線を引く」 draw a （l　　）
「通話中で」 〔　〕 the （l　　）
「列を作る［に並ぶ］」 stand 〔　〕（l　　）

○1184
「年5％の割合で」 
 〔　〕 a （r　　） 〔　〕 5% per year

「1泊50ドルで」 
 〔　〕 a （r　　） 〔　〕 $50 a night

「時速60km で」 
 〔　〕 a （r　　） 〔　〕 60km an hour

○1185
「空気中に［空中に］」  〔　〕 the （a　　）
「飛行機で［航空便で］」 〔　〕 （a　　）
「放送中で」  〔　〕 (the) （a　　）

○1186
「最重要問題」  the key （i　　）
「（雑誌などの）最新号」 the latest （i　　）
「レポートを出す」  （i　　） a report

○1187
「売上高」 sales （f　　）

■4 多様な意味を覚える
◆1

○1141
「北へ向かう［向かって進む］」 
 （h　　） [be （h　　）] north

「チームを率いる」 （h　　） a team

○1142
「ケーキをナイフで切る」 
 （c　　） a cake 〔　〕 a knife

「価格を切り下げる［費用を削減する］」 
 （c　　） prices/costs

「減税」 tax （c　　）

○1143
「不思議なことが起きた」 
 A strange thing （o　　）.

「これを以前に聞いたことがあるということが私の心に
浮かんだ〔ふと思った〕」 
   It （o　　）〔　〕 me （t　　） I had heard this 

before.

○1144
「めがねをかけている」 （w　　） glasses
「靴を1足すり減らす［履きつぶす］」 
 （w　　） 〔　〕 a pair of shoes

「紳士［婦人］服」 men’s/ladies’ （w　　）

○1145
「手紙をポストに投函する」 
 （d　　） a letter 〔　〕 the mailbox

「値段を下げる［値下げする］」 
 （d　　） the price

「温度は0℃に下がった」 
 The temperature （d　　） 〔　〕 0℃ .

○1146
「ビタミン E を含む食べ物」 
 foods （c　　） vitamin E

「彼は怒りを抑えることができなかった」 
 He couldn’ t （c　　） his anger.

○1147
「ベッドに横たわる［横たわっている］」 
 （l　　） 〔　〕 the bed

「私たちの将来は教育にかかっている」 
 Our future （l　　） 〔　〕 education.

「私にうそをつくな」 Don’ t （l　　） 〔　〕 me.

○1148
「事故で死ぬ」 be （k　　）〔　〕 the accident
「時間［2， 3時間］をつぶす」 
 （k　　） time [a few hours]

○1149
「機会を逃す［とらえ損なう］」 
 （m　　） a chance

「最終電車に乗り遅れる」 
 （m　　） the last train

「あなたがいなくて寂しい」 I （m　　） you.

○1150
「それにさわるな！」 （D　　） （t　　） it!
「私は彼女と手紙で連絡を取り合っていた」 
 I kept 〔　〕 （t　　） 〔　〕 her by letter.

「あした電話でご連絡いたします」 
   I’ ll get 〔　〕 （t　　） 〔　〕 you by phone 

tomorrow.

○1168
「国を代表する［代表選手になる］」 
 （r　　） a country

「この花は愛を表す［象徴する］」 
 This flower （r　　） love.

○1169
「ベッドから跳ね［飛び］起きる」 
 （s　　） 〔　〕 〔　〕 bed

「ベッドのスプリング」 bed （s　　）

○1170
「敵を攻撃する」 （a　　） an enemy
「心臓発作」 a heart （a　　）

○1171
「そのお金を数える」 （c　　） the money

 ワークシート　2-3
　※  （　　 ）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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○1222
「視力［目］が良い［悪い］」 
 have good/poor （s　　）

「彼女を見て逃げ出す」 
 run away 〔　〕 the （s　　） 〔　〕 her

「すばらしい光景」  a wonderful （s　　）
「ロンドンの観光をする」 
 see the （s　　） of London

○1223
「試合に勝つ［負ける］」 win/lose a （m　　）
「あなたの服によく調和するもの」 
 a good （m　　） 〔　〕 your clothes

○1224
「秘密を守る」 keep a （s　　）
「おいしいジャムを作る秘訣」 
 the （s　　） 〔　〕 making good jam

○1225
「彼女の E メールアドレス」  her email （a　　）
「演説をする」 give an （a　　）
「ジョンあての手紙」 a letter （a　　） 〔　〕 John
「会議で演説する」 （a　　） a meeting

○1226
「門柱」 a gate （p　　）
「郵便局」 a （p　　） office
「写真をインターネットに載せる」 
 （p　　） a picture 〔　〕 the Internet

○1227
「オープニング［ラスト］シーン」 
 the opening/final （s　　）

「現場で［に］」 〔　〕/〔　〕 the （s　　）
「美しい夕日の眺め」 a beautiful sunset （s　　）

○1228
「通知を掲示板に掲げる」 
 put a notice 〔　〕 the （b　　）

「（船・飛行機・列車などに）乗って」 〔　〕 （b　　）
「取締役会」 （b　　） meeting

○1229
「いすに座る」 sit down 〔　〕 a （c　　）   　
「会議の議長」 the （c　　） 〔　〕 a meeting
「会議の議長を務める」 （c　　） a meeting

○1230
「勝とうとする強い意志［決意］」 
 the strong （w　　） 〔　〕 win

「遺書を作る［書く］」 make a （w　　）

◆3

○1231
「地元住民」 （l　　） people
「各駅停車の列車」 a （l　　） train

○1232
「外国」 a （f　　） country
「その音楽は私になじみがない」 
 The music is （f　　） 〔　〕 me.

○1250
「ただの一言」 a （s　　） word
「シングルマザー」 a （s　　） mother

○1251
「高級ワイン」 （f　　） wines
「晴れた日」 a （f　　） day
「きめの細かい粉」 a （f　　） powder

○1252
「重い箱」 a （h　　） box
「重い罰金」 a （h　　） fine
「どしゃ降りの雨」 （h　　） rain

○1253
「深い眠り」 a （d　　） sleep
「低い［太い］声」 a （d　　） voice
「濃紺」 （d　　） blue

○1254
「（…の）総費用」 the （t　　） cost (of ...)
「完全な成功［失敗］」 a （t　　） success/failure

○1255
「（日が暮れて）暗くなる」 It gets （d　　）.
「紺色」 （d　　） blue
「暗やみの中で」 〔　〕 the （d　　）

○1256
「完璧な状態で」 in （p　　） condition
「オーストラリアを訪ねるのに絶好の時期」 
 the （p　　） time 〔　〕 visit Australia

「答えがわかる」 （f　　） 〔　〕 the answer
「何が悪いのかがわかる」 
 （f　　） 〔　〕 what’s wrong

○1188
「…の分野で働く［仕事をする］」 
 work 〔　〕 the （f　　） 〔　〕 ...

○1189
「議論のテーマ」 the （s　　） 〔　〕 a discussion
「環境というテーマ［環境問題］」 
 the （s　　） 〔　〕 the environment

「変更になること［場合］がある」 
 be （s　　） 〔　〕 change

○1190
「一歩前へ出る［後ろへ下がる］」 
 take a （s　　） forward/〔　〕

「目標に向けての一歩」 
 a （s　　） 〔　〕 the goal

「それが二度と起きないよう措置を講じる」 
   take （s　　） 〔　〕 make sure it never 

happens again
「前へ出る［後ろへ下がる］」 
 （s　　） forward/〔　〕

○1210
「ケーキを5切れに切る［切り分ける］」 
 cut a cake 〔　〕 five （p　　）

「ケーキ1切れ」 a （p　　） 〔　〕 cake
「自転車を分解する［ばらばらにする］」 
 take a bike 〔　〕 （p　　）

○1211
「難しい立場にある」 be 〔　〕 a difficult （p　　）
「座った［立った］姿勢」 
 a sitting/standing （p　　）

○1212
「ハートの形をしたチョコレート」 
 a chocolate 〔　〕 the （s　　） 〔　〕 a heart

「（人の）体調［（物・事の）状態］が良い［悪い］」 
 be 〔　〕 good/bad（s　　）

○1213
「運動をする」 do (an) （e　　）
「毎日運動をする」 （e　　） every day

「投票権を行使する」 
 （e　　） the right 〔　〕 vote

○1214
「地面で［に］」 〔　〕 the （g　　）
「ホームグラウンド」 home （g　　）
「彼らが未成年であることを根拠［理由］に」 
 〔　〕 the （g　　） （t　　） they are under age

○1215
「0度」 zero （d　　）
「ある程度は」   〔　〕 some （d　　）
「学位を持っている［取る］」 have/get a （d　　）

○1216
「町のほうへ歩いて行く」 
 walk 〔　〕 the （d　　） 〔　〕 the town

「彼に駅までの道順を教える」 
 give him （d　　） 〔　〕 the station

「説明書に従う」 follow （d　　）

○1217
「最新型［モデル］」 the latest （m　　）
「（…の）模範［手本］（となる人）」 
 a role （m　　） (for ...)

「模型飛行機」 a （m　　） airplane
「ドイツの制度を手本にしている」 
 be （m　　） 〔　〕 the German system

○1218
「会議の日付」 the （d　　） 〔　〕 the meeting
「彼女とデートする」 have a （d　　） 〔　〕 her
「5月15日付の手紙」 a letter （d　　） May 15

○1219
「国民性［国柄］」 the national （c　　）
「主役」 the main （c　　）

○1220
「燃えている［火事になっている］」 be 〔　〕 （f　　）
「（彼が）仕事を首になる」 
 be/get （f　　） 〔　〕 his job

「銃を発砲する」 （f　　） a gun

○1221
「プロジェクトの第1段階」 
 the first （s　　） 〔　〕 the project

「ステージに上がる」 go 〔　〕 （s　　）
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「チャンスに飛びつく」 （j　　） 〔　〕 the chance

○1300
「彼は首を（横に）振った〔否定の動作〕」 
 He （s　　） his head.

「（彼と）握手する」 （s　　） hands (〔　〕 him)
「寒さで震える」 （s　　） 〔　〕 cold

○1301
「ドアを閉める」 （s　　） the door
「犬を閉じ込める［締め出す］」 
 （s　　） a dog 〔　〕/〔　〕

○1302
「ボールをける」 （k　　） a ball

◆2

○1303
「計画を実行する」 put a plan 〔　〕 （p　　）
「サッカー［野球］の練習」 
 soccer/baseball （p　　）

○1304
「親切な行為」 
 a kind （a　　）/an （a　　） 〔　〕 kindness

「赤ちゃんみたいにふるまう」 
 （a　　） 〔　〕 a baby

○1305
「夜眠れなくて困っている」 
 have （t　　） sleeping at night

「困っている［問題になっている］」 be 〔　〕 （t　　）
「面倒をかけてすみませんが，…」 
 (I’m) sorry 〔　〕 （t　　） you, but ...

○1306
「品質の良い［悪い］」 〔　〕 good/poor （q　　）

○1307
「ちょっと（の間）」 (for) a （m　　）
「今（は）」 〔　〕 the （m　　）

○1308
「コミュニティー（地域社会）の一員」 
 a member 〔　〕 the （c　　）

○1309
「良い［悪い］天気」 good/bad （w　　）

○1310
「新エネルギー源」 a new energy （s　　）

○1311
「重［軽］工業」 heavy/light （i　　）

○1312
「この問題に対する私の意見」 
 my （o　　） 〔　〕 this issue

「私の意見では」 〔　〕 my （o　　）

○1313
「魚［野菜］市場」 fish/vegetable （m　　）
「国内市場」 home/domestic （m　　）

○1314
「リストに載っている」 be 〔　〕 a （l　　）

○1315
「2日［2， 3日］」 a （c　　） 〔　〕 days
「若いカップル」 a young （c　　）

○1316
「天然資源」 natural （r　　）

○1317
「低い［高い］声で」 〔　〕 a low/high （v　　）

○1318
「営業部」 the sales （d　　）

○1319
「グレード A［良い（A）成績］」 （g　　） A
「8年生［中学2年生］である」 
 be 〔　〕 the eighth （g　　）

○1320
「靴1足」 a （p　　） 〔　〕 shoes
「2人［2つ］1組で［ペアで］」 〔　〕 （p　　）

◆3

○1321
「さまざまな色」 （v　　） colors

○1322
「平均価格」 an （a　　） price

○1323
「国際貿易」 （i　　） trade

○1324
「国の祝日」 a （n　　） holiday

○1325
「大まかな考え［概念］」 a （g　　） idea

○1257
「自家用ジェット機」  a （p　　） jet
「私立学校」  （p　　） school
「私信［個人的な手紙］」 a （p　　） letter

○1258
「最新のヘアスタイル」 the （l　　） hairstyles
「その仕事を遅くとも金曜日までに終える」 
 finish the work by Friday 〔　〕 the （l　　）

○1259
「広くて明るい部屋」 a large （b　　） room
「聡明な子ども」 a （b　　） child

○1260
「直線」 a （s　　） line
「率直な返答」 a （s　　） answer
「3日間続けて」 for three （s　　） days
「まっすぐ進む」 go （s　　）

○1261
「丸テーブル」 a （r　　） table
「角を曲がる」 （r　　） the corner

○1262
「腹が減る」 get （h　　）
「知識に飢えている」 be （h　　） 〔　〕 knowledge

○1263
「大きなでぶ猫」 a big （f　　） cat
「分厚い封筒」 a （f　　） envelope

○1264
「平坦な土地」 （f　　） land
「定額料金」 a （f　　） rate

■5 フレーズで覚える
◆1

○1265
「牛乳をグラス1杯飲む」 
 （d　　） a glass 〔　〕 milk

「酒を飲みに出かける」 go 〔　〕 （d　　）

○1266
「試合に勝つ」 （w　　） a game
「賞を獲得する」 （w　　） a prize

○1267
「よく眠る」 （s　　） well

○1268
「車を駐車する」 （p　　） a car
「国立公園」 a national （p　　）

○1269
「情報を集める」 （c　　） information
「税金を徴収する」 （c　　） tax

○1270
「客を歓迎する」 （w　　） the guests
「日本へようこそ！」 （W　　）〔　〕 Japan!

○1271
「早く［遅く］目を覚ます［目が覚める］」 
 （w　　） 〔　〕 early/late

「彼女を6時に起こす」 
 （w　　） her 〔　〕 〔　〕 six o’clock

○1272
「海で泳ぐ」 （s　　） 〔　〕 the sea

○1273
「手を洗う」 （w　　） my hands

○1274
「前後に揺れる」 （r　　） back and forth

○1275
「旗を振る」 （w　　） a flag
「彼女に手を振って別れを告げる」 
 （w　　） her goodbye

○1299
「跳び上がる［下りる］」 （j　　） 〔　〕/〔　〕
「タクシーに飛び込む［乗り込む］」 
 （j　　） 〔　〕 a taxi
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○1369
「本当にありがとうございます」 
 Thank you very much （i　　）.

○1370
「突然止まる」 stop （s　　）

○1371
「とにかく，始めよう」 （A　　）, let’s start.

○1372
「ヨーロッパの至る所を旅する」 
 travel （e　　） in Europe

「人々はどこでもみな同じだ」 
 People are the same （e　　）.

◆5

○1373
「屋外に」 （o　　） the house
「（私の）制御［支配］の範囲を超えて［力の及ばない］」 
 （o　　） my control

○1374
「机（の後ろ）に座る［仕事をする］」 
 sit （b　　） a desk

「時代遅れで」 （b　　） the times

○1375
「海抜…フィート［メートル］」 
 ... feet/meters （a　　） sea level

「平均以上で」 （a　　） average

○1376
「世界の至るところに」 （t　　） the world
「一年中」 （t　　） the year

○1394
「部屋の中に［で］」 （i　　） the room
「（私の）頭の中で」 （i　　） my head

○1395
「橋を越えて」 （b　　） the bridge
「（私の）能力を超えて」 （b　　） my abilities

○1396
「月曜日以外は［月曜日を除いて］」 
 （e　　） (〔　〕) Monday

○1397
「零下15度」 15 degrees （b　　） zero
「平均以下で」 （b　　） average

○1398
「100万ドルの価値がある」 
 be （w　　） $1 million

「訪れる［行ってみる］価値がある」 
 be （w　　） a visit /visiting

○1399
「彼女のそば［隣り］に座る」 sit （b　　） her
「彼と比べると若く見える」 
 look young （b　　） him
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○1400
「食べたいものは何でも食べられます」 
 You can eat （w　　） you want.

「何が起こっても，私はそれをするつもりだ」 
 （W　　） happens, I will do it.

○1401
「来たいときにはいつでも来なさい」 
 Come over （w　　） you want.

「彼の家に行くといつも，彼はテレビを見ている」 
   （W　　） I go over to his house, he is 

watching TV.

○1326
「経済成長［発展］」 
 （e　　） growth/development

○1327
「美しい花」 a （b　　） flower
「すばらしい天気」 （b　　） weather

○1328
「巨大な建物」 a （h　　） building
「ばく大な量［金額］」 a （h　　） amount

○1329
「クリーン［低公害］エネルギー」 （c　　） energy

○1330
「伝統的な日本料理」 （t　　） Japanese cooking

○1331
「団結した［結束した］努力」 a （u　　） effort
「国際連合［国連］」  the （U　　） Nations

○1332
「幅広い範囲［広範囲］」 a （w　　） area
「目を大きく開けなさい」 
 Open your eyes （w　　）.

○1345
「安い航空便」 （c　　） flights

○1346
「かわいい少女」 a （p　　） girl
「かなりよい」 （p　　） good

○1347
「すばらしい時を過ごす」 have a （w　　） time

○1348
「（私の）（いちばん）好きな色」 my （f　　） color

○1349
「公式訪問」 an （o　　） visit

○1350
「政党」 a （p　　） party

○1351
「乾季」 the （d　　） season

○1352
「静かな［閑静な］場所」   a （q　　） place
「黙っている［静かにしている］」 keep （q　　）

○1353
「野生の動物［草花］」 （w　　） animals/flowers

○1354
「甘いチョコレートケーキ」 
 a （s　　） chocolate cake

○1355
「とてもおいしい」 taste （d　　）
「よい香り」 a （d　　） smell

○1356
「薄切りのパン」 a （t　　） slice 〔　〕 bread

○1357
「…の主要な理由」 the （c　　） reason 〔　〕 ...

○1358
「厚切りのパン」 a （t　　） slice 〔　〕 bread

○1359
「巧みな［うまい］考え」 a （c　　） idea

○1360
「ジョーンズ様」 （D　　） Mr. Jones,
「メグ様」 （D　　） Meg,

○1361
「汚れた服」 （d　　） clothes

○1362
「かわいい小猫」 a （c　　） little cat
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○1363
「ひとりで暮らす」 live （a　　）
「彼女をひとりにしておく［そっとしておく］」 
 leave her （a　　）

○1364
「…とまったく同じで」 （e　　） the same 〔　〕 ...

○1365
「したがって…ということである」 ... and （t　　） ...

○1366
「外国へ行く」 go （a　　）

○1367
「（彼の）先に行く」 go （a　　） (〔　〕 him)
「（計画を）先に進める」 
 go （a　　） (〔　〕 the project)

「（予定）時刻の前に［より早く］」 
 （a　　） 〔　〕 time

○1368
「たぶん彼女は忘れたんだ」 （M　　） she forgot. Ⓒ KAGENSHA


