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○1505
「重病から回復する」 
 （r　　 ）〔　〕 a serious illness
「ブラックボックスを海底から回収する」 
 （r　　 ） the black box 〔　〕 the ocean floor

○1506
「質問に答える」 （r　　 ）〔　〕 a question

○1507
「世界選手権を（かけて）競う」 
 （c　　 ）〔　〕 the world title
「外国企業と競争する［競合する］」 
 （c　　 ）〔　〕 foreign businesses
「オリンピックに出場する」 
 （c　　 ）〔　〕 the Olympics

◆2

○1508
「地球温暖化は私たちの生活にどのように影響を及ぼ
していますか」 
  How does global warming （a　　 ） our 

lives?
「彼女のスピーチに深く心を動かされる」 
 be deeply （a　　 ）〔　〕 her speech

○1530
「…との良好な関係を促進する」 
 （p　　 ） a good relationship with ...
「マネージャーに昇進する」 
 be （p　　 ）〔　〕 manager

○1531
「機械を操作する」 （o　　 ） a machine
「食品業を営む」 （o　　 ） a food business

○1532
「政府の計画に反対する」 
 （o　　 ） the Government’s plan
「政府の計画に反対している」 
 be （o　　 ）〔　〕 the Government’s plan

○1533
「土地問題を解決する」 （s　　 ） the land issue
「赤ちゃんを落ち着かせる」 （s　　 ） a baby 〔　〕

◆3

○1534
「費用を50億円と見積もる」 
 （e　　 ） the cost 〔　〕 5 billion yen
「1,550歳と推定される」 
 be （e　　 ）〔　〕 be 1,550 years old

○1535
「それを真実とみなす［仮定する］」 
 （a　　 ） it 〔　〕 be true
「それは真実ではないと仮定してみよう」 
 Let’s （a　　 ）（t　　 ） it is not true.
「コーチ（監督）の役目を引き受ける」 
 （a　　 ） the role of coach

◆4
①

○1536
「パンよりご飯を好む」 （p　　 ） rice 〔　〕 bread
「スポーツを見るよりはするほうを好む」 
 （p　　 ）〔　〕 play （r　　 ） than watch sports

○1537
「行こうと決心している」 be （d　　 ）〔　〕 go
「その事故の原因を確定する」 
 （d　　 ） the cause 〔　〕 the accident
「何をすべきかを決める」 
 （d　　 ）（w　　 ）〔　〕 do

○1538
「真実を知っていると主張する」 
 （c　　 ）〔　〕 know the truth
「損害（賠償）の請求」  a （c　　 ）〔　〕 loss

○1539
「エベレストの登山を試みる［に登ろうとする］」 
 （a　　 ）〔　〕 climb Mt. Everest
「エベレスト登山の試み［挑戦］」 
 an （a　　 ）〔　〕 climb Mt. Everest

○1540
「環境の保護に努める」 
 （s　　 ）〔　〕 protect the environment

○1541
「彼女は家族を養うのに奮闘している」 
 She is （s　　 ）〔　〕 raise her family.

■1 語法で覚える ― 動詞
◆1

○1491
「新しい環境に順応する」 
 （a　　 ）〔　〕 a new environment
「その物語は映画に改作［脚色］された」 
 The story was （a　　 ）〔　〕 the movie.
 ＝ The movie was （a　　 ）〔　〕 the story.

○1492
「その問題に言及する［触れる］」 
 （r　　 ）〔　〕 the matter
「辞書を参照する［引く］」 
 （r　　 ）〔　〕 a dictionary

○1493
「職に応募する」 （a　　 ）〔　〕 a job
「会社に出願する」 （a　　 ）〔　〕 a company
「この規則はすべての生徒に適用される」 
 This rule （a　　 ）〔　〕 all students.

○1494
「ビジネスで成功する」 （s　　 ）〔　〕 business
「彼の父のあとを継いで会社の社長になる」 
   He （s　　 ） his father 〔　〕 president of 

the company.

○1495
「世界平和に貢献する」 
 （c　　 ）〔　〕 world peace
「ユニセフに100ドルを寄付する」 
 （c　　 ） $100 〔　〕 UNICEF

○1496
「要求に対応する［応じる］」 
 （r　　 ）〔　〕 a demand
「彼女の Eメールに返信する」 
 （r　　 ）〔　〕 her email
「彼女の要求を受け入れられないと答える」 
  （r　　 ）（t　　 ） we cannot accept her 

request

○1497
「雲が湖に映っている」 
 Clouds are （r　　 ）〔　〕 the lake.
「彼女が言ったことをよく考える」 
 （r　　 ）〔　〕 what she said

○1498
「2017年に高校を卒業する」 
 （g　　 ）〔　〕 high school in 2017

○1499
「プレッシャーから逃げる」 
 （e　　 ）〔　〕 the pressure
「死をまぬがれる［九死に一生を得る］」 
 （e　　 ） death

○1500
「アメリカは50の州から成り立っている」 
 The US （c　　 ）〔　〕 50 states.
「幸福とは他人に与えることと尽くすことにある」 
  Happiness （c　　 ）〔　〕 giving and 〔　〕 

serving others.

○1501
「砂の穴から現れる」 
 （e　　 ）〔　〕 a hole in the sand
「彼女が以前に結婚していたことが明らかになった」 
  It （e　　 ）（t　　 ） she had been married 

before.

○1502
「琵琶湖から流れ出す」 
 （f　　 ）〔　〕 [〔　〕 of] Lake Biwa
「太平洋に流れ込む」 
 （f　　 ）〔　〕 the Pacific Ocean

○1503
「地域社会活動に参加する」 
 （p　　 ）〔　〕 community activities

○1504
「水泳クラブに所属する」 
 （b　　 ）〔　〕 a swimming club

 ワークシート　3-1
　※  （　　 ）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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○1574
「彼が秘密を守ると信じる」 
 （t　　 ） him 〔　〕 keep a secret

○1575
「家にとどまることを要請［依頼］される」 
 be （r　　 ）〔　〕 stay home
「値段を下げることを要請［依頼］する」 
 （r　　 ）（t　　 ） you reduce your price
「1週間の休暇依頼［願い］」 
 a （r　　 ）〔　〕 a week’s leave

○1576
「彼女に一人で歩いて帰宅しないよう警告する」 
 （w　　 ） her （n　　 ）〔　〕 walk home alone
「彼女に危険を警告する」 
 （w　　 ） her 〔　〕 the danger
④

○1577
「彼が眠るのを防ぐ［妨げる］」 
 （p　　 ） him 〔　〕 sleeping

○1578
「子どもの行動を観察する」 
 （o　　 ） child behavior
「彼らがどのようにふるまうかを観察する」 
 （o　　 ）（h　　 ） they behave
「彼女がライアンと会っているのに気づく［を目撃する］」 
 （o　　 ） her meeting Ryan
「規則を守る」 （o　　 ） a rule

○1579
「ショッピングに行くのが大嫌いだ」 
 （h　　 ） going [〔　〕 go] shopping
「大声で話す人がだれであれ大嫌いだ」 
 （h　　 ） anyone talking loudly

◆5

○1580
「健康な体を維持する」 
 （m　　 ） a healthy body
「その水は飲んでも安全だと主張する」 
 （m　　 ）（t　　 ） the water is safe to drink

○1581
「その水が安全だということを疑う」 
 （d　　 ）（t　　 ） the water is safe

「彼が真実を話しているかどうか疑わしい」 
 （d　　 ）（i　 ） he is telling the truth
「彼がうそをついていることに疑いの余地はない」 
  There’s no （d　　 ）（t　　 ） he is telling a 

lie.

○1582
「このデータはその水が安全でないことを示している」 
  This data （i　　 ）（t　　 ） the water is not 

safe.

○1583
「私に秘密を明かす」 （r　　 ） the secret to me
「その水は清潔ではないことを明らかにする」 
 （r　　 ）（t　　 ） the water is not clean

○1584
「清潔な水の重要性を認識する」 
 （a　　 ） the importance of clean water
「それがどれほど重要かを認識する」 
 （a　　 ）（h　　 ） important it is
「あなたの助け［協力］に感謝する」 
 （a　　 ） your help
「その情報を送っていただけるとありがたいのですが」 
  I would （a　　 ） it （i　　 ） you could send 

the information.

○1585
「目を検査［診察］してもらう」 
 have my eyes （e　　 ）
「その水が安全かどうか調べる」 
  （e　　 ）（w　　 ） the water is safe (（　 ） 

not)

○1586
「騒音について苦情を言う」 
 （c　　 ）〔　〕 the noise
「彼女は隣人が大きな騒音を出すと不平［苦情］を言う」 
  She （c　　 ）（t　　 ） her neighbor makes 

a lot of noise.
「頭痛を訴える」 （c　　 ）〔　〕 a headache

○1587
「報告書はその水が安全であると結論づけた」 
  The report （c　　 ）（t　　 ） the water was 

safe.

「女性の権利を求めて奮闘する」 
 （s　　 ）〔　〕 women’s rights

○1542
「新車を買う余裕がない」 
 can’ t （a　　 ） a new car
「休暇を取る余裕がない」 
 can’ t （a　　 ）〔　〕 take a vacation

○1543
「今シーズン，ホームランを61本打つことを目指す」 
 （a　　 ）〔　〕 hit 61 home runs this season
「新記録を目指す」 （a　　 ）〔　〕 a new record
「その雑誌は若者向けである」 
 The magazine is （a　　 ）〔　〕 young people.

○1544
「男性をナイフでおどす」 
 （t　　 ） a man 〔　〕 a knife
「彼を殺すぞとおどす」 （t　　 ）〔　〕 kill him
「死のおそれがある［死線をさまよう］」 
 be （t　　 ）〔　〕 death

○1545
「地球温暖化の減少を意図する［目的とする］」 
 （i　　 ）〔　〕 reduce global warming
「オフィスでの使用を意図している［オフィス向けである］」 
 be （i　　 ）〔　〕 use in an office
②

○1546
「運動することを勧める」 （r　　 ） doing exercise
「医者に診てもらうことを勧める」 
 （r　　 ）（t　　 ） you see a doctor
「いいお医者さんを私に推薦してくれませんか」 
 Can you （r　　 ） a good doctor to me?

○1547
「過ちを犯したことを認める」 
 （a　　 ） making a mistake
「（自分が）間違っていたことを認める」 
 （a　　 ）（t　　 ） he was wrong
「彼にクラブへの入会を認める［許可する］」 
 （a　　 ） him 〔　〕 the club

○1548
「法を破ったことを否定する［否認する］」 
 （d　　 ） breaking the law

「（彼は）そこに行ったことを否定する」 
 （d　　 ）（t　　 ） he went there

○1549
「新空港を建設することを提案する」 
 （p　　 ） building a new airport
「それをすぐやるべきだと提案する」 
 （p　　 ）（t　　 ） we do it at once
「初デートで彼女にプロポーズする」 
 （p　　 ）〔　〕 her on the first date 
③

○1550
「地震があると予測［予想］する」 
 （p　　 ）（t　　 ） there will be an earthquake
「記録的なレベルに達すると予測されている」 
 be （p　　 ）〔　〕 reach a record level

○1569
「生徒にスポーツに参加するよう奨励する」 
 （e　　 ） students 〔　〕 take part in a sport
「彼の研究を励ます」 
 （e　　 ） him 〔　〕 his studies

○1570
「人々が在宅で仕事することを可能にする」 
 （e　　 ） people 〔　〕 work from home

○1571
「ニュースをインターネットに頼る」 
 （r　　 ）〔　〕 the Internet 〔　〕 news
「商品を売るのをインターネットに頼る」 
  （r　　 ）〔　〕 the Internet 〔　〕 sell their 

products

○1572
「彼女に約束を思い出させる［念を押す］」 
 （r　　 ） her 〔　〕 her promise
「彼女に私に電話をすることを思い出させる」 
 （r　　 ） her 〔　〕 call me

○1573
「私と一緒に行くよう彼女に納得させる［を説得する］」 
 （c　　 ） her 〔　〕 go with me
「彼のビジネスの成功を確信している」 
 be （c　　 ）〔　〕 the success of his business
「彼が成功することを確信している」 
 be （c　　 ）（t　　 ） he will succeed
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②

○1620
「レストランに上質の野菜を供給する［納める］」 
 （s　　 ） restaurants 〔　〕 quality vegetables
「野菜を地元のレストランに供給する［納める］」 
 （s　　 ） vegetables 〔　〕 local restaurants

○1621
「東京と大阪を約1時間で結ぶ」 
  （c　　 ） Tokyo （a　 ） Osaka in about an 

hour
「ワイヤーをバッテリーにつなぐ」 
 （c　　 ） the wire 〔　〕 the battery
「その会社と（取引）関係がある」 
 be （c　　 ）〔　〕 the company

○1622
「その匂いで子どものころを連想する［思い出す］」 
 （a　　 ） the smell 〔　〕 my childhood
「環境に関連している問題」 
 problems （a　　 ）〔　〕 the environment
「仕事仲間［同僚］」 a business （a　　 ）

○1623
「顧客のニーズを満たす」 
 （s　　 ） the customers’ needs
「現状に満足している」 
 be （s　　 ）〔　〕 the present situation

○1624
「牛に（餌として）草を与える」 
 （f　　 ） cows 〔　〕 grass
「草を（餌として）牛に与える」 
 （f　　 ） grass 〔　〕 cows
「コンピュータにデータを入れる」 
 （f　　 ） a computer 〔　〕 data

○1625
「東京と大阪を67分で結ぶ」 
 （l　　 ） Tokyo （a　 ） Osaka in 67 minutes
「過去と未来をつなぐ」 
 （l　　 ） the past 〔　〕 the future
「肺がんの約90％は喫煙と関連がある」 
  About 90 % of lung cancer is （l　　 ）〔　〕 

smoking.

○1626
「ダイエットを運動と組み合わせる」 
 （c　　 ） diet 〔　〕 exercise
「炭素は酸素と化合する」 
 Carbon （c　　 ）〔　〕 oxygen.

○1627
「卵をクリームと［卵にクリームを］混ぜる」 
 （m　　 ） eggs 〔　〕 cream

○1628
「木々に囲まれている」 be （s　　 ）〔　〕 trees
「警察に囲まれる［包囲される］」 
 be （s　　 ）〔　〕 the police
③

○1629
「情報を求めてインターネットを探す［検索する］」 
 （s　　 ） the Internet 〔　〕 information
「インターネットで情報を探す［検索する］」 
 （s　　 ）〔　〕 information 〔　〕 the Internet

○1655
「二酸化炭素を大気中から除去する」 
 （r　　 ） carbon dioxide 〔　〕 the air

○1656
「金を砂から分離する」 （s　　 ） gold 〔　〕 sand
「別の問題」 a （s　　 ） issue

○1657
「円をドルと交換する［両替する］」 
 （e　　 ） yen 〔　〕 dollars
「（…と）意見を交換する」 
 （e　　 ） opinions (〔　〕 ...)

○1658
「病院から解放される［退院する］」 
 be （r　　 ）〔　〕 hospital
「多量の熱エネルギーを放出する」 
 （r　　 ） a lot of heat energy
「新モデルを公表［発売］する」 
 （r　　 ） a new model

○1659
「コンピュータをオンラインストアで購入する」 
 （p　　 ） a computer 〔　〕 an online store

○1588
「もう一度やってみることを主張する［言い張る］」 
 （i　　 ）〔　〕 trying again
「ビルは自分の決定が正しいと主張した」 
 Bill （i　　 ） his decision was right.
「彼女は私たちががんばり続けるべきと主張した［言い
張った］」 
 She （i　　 ） we keep on trying.

○1589
「（彼の）技術をコーチに示す」 
 （d　　 ） his skills 〔　〕 the coach
「新しいコンピュータシステムがどのように働くかを示す」 
  （d　　 ）（h　　 ） the new computer 

system works

○1590
「問題を議論する」 （d　　 ） an issue
「申し出を受け入れるかどうか議論する」 
 （d　　 ）（w　　 ）〔　〕 accept the offer 
  (（　 ） not)

◆6
①

○1608
「当面の問題に集中する［焦点を合わせる］」 
 （f　　 ）〔　〕 the issue at hand
「一般の注意をその問題に集中させる」 
 （f　　 ） public attention 〔　〕 the issue

○1609
「科学を日常生活に関係づける」 
 （r　　 ） science 〔　〕 everyday life
「喫煙は肺がんと関係がある」 
 Smoking is （r　　 ）〔　〕 lung cancer.

○1610
「地図をテーブルの上に広げる」 
 （s　　 ） a map 〔　〕 the table
「世界に広まる」 （s　　 ）〔　〕 the world

○1611
「ルートを地図上にしるす」 
 （m　　 ） the route 〔　〕 the map
「（地図上で）駅に星印をつける［星印で示す］」 
 （m　　 ） the station (〔　〕 the map) 
 〔　〕 a star

○1612
「環境問題に注意を引きつける［注目を集める］」 
  （a　　 ） attention 〔　〕 environmental 

issues

○1613
「ケーキを4つに分ける」 
 （d　　 ） a cake 〔　〕 four pieces
「ケーキを3人で分ける」 
 （d　　 ） a cake 〔　〕 three people
「4を3で割る」 （d　　 ） 4 〔　〕 3

○1614
「問題の原因を突き止める」 
 （l　　 ） the cause of the problem
「町の中心部に置かれて［位置して］いる」 
 be （l　　 ）〔　〕 the center of town

○1615
「新幹線を金沢まで延ばす」 
 （e　　 ） the Shinkansen 〔　〕 Kanazawa
「新幹線は北海道まで広がる［及ぶ］」 
 Shinkansen （e　　 ）〔　〕 Hokkaido.

○1616
「国際ビジネスに従事する」 
 be （e　　 ）〔　〕 international business
「メアリーと婚約する［している］」 
 get/be （e　　 ）〔　〕 Mary

○1617
「生産を発展途上国に移す」 
  （s　　 ） production 〔　〕 developing 

countries
「石油から自然エネルギーに移る」 
 （s　　 ）〔　〕 oil 〔　〕 natural energy

○1618
「金を秘密の場所に隠す」 
 （h　　 ） the money 〔　〕 a secret place
「テーブルの下に隠れる」 
 （h　　 ）〔　〕 the table

○1619
「商品を店に配達する」 
 （d　　 ） goods 〔　〕 the store
「開会のスピーチをする」 
 （d　　 ） the opening speech
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○1660
「情報をインターネットで得る」 
 （o　　 ） information 〔　〕 the Internet

○1661
「事実を作りごとから区別する」 
 （d　　 ） fact 〔　〕 fiction
「事実と作りごとを見分ける」 
 （d　　 ）〔　〕 fact （a　　 ） fiction
④

○1662
「声で彼女とわかる」 
 （r　　 ） her 〔　〕 her voice
「教育の重要性を認識する」 
 （r　　 ） the importance of education
「最も偉大な芸術家の一人として評価されている」 
 be （r　　 ）〔　〕 one of the greatest artists

○1663
「それぞれの生徒を一個人として扱う」 
 （t　　 ） each student 〔　〕 an individual

「そのグラスを注意して扱う」 
 （t　　 ） the glass 〔　〕 care

○1664
「彼を最高の医者とみなす」 
 （r　　 ） him 〔　〕 the best doctor
「皆さんにもよろしくお伝えください」 
 Please give my （r　　 ）〔　〕 everyone.

○1665
「その男性を女の子の父親であると確認する［特定する］」

 （i　　 ） the man 〔　〕 the girl’s father

○1666
「lie を lay と混同する」 （c　　 ） ‘lie’ 〔　〕 ‘lay’
「これらの2つの単語が混乱している」 
 be （c　　 ）〔　〕 these two words

○1667
「エネルギーを仕事をする能力と定義する」 
 （d　　 ） energy 〔　〕 the ability to do work

Ⓒ KAGENSHA


