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◆2

○1846
「春の学期」 the spring （t　　 ）
「長期的［短期的］には」 
 〔　〕 the long/short （t　　 ）
「時間と費用の点で」 
 〔　〕（t　　 ）〔　〕 time and money
「技術［専門］用語」 a technical （t　　 ）

○1847
「事故にあう［事故を起こす］」 have an （a　　 ）
「偶然に」 〔　〕（a　　 ）

○1848
「自然に対して尊敬［畏敬］の念を持つ」 
 have （r　　 ）〔　〕 nature
「この点で」 〔　〕 this （r　　 ）

○1849
「ABC銀行に口座を開く」 
 open an （a　　 ）〔　〕 ABC Bank
「起きたことを報告［説明］する」 
 give an （a　　 ）〔　〕 what happened
「すべての要因を考慮に入れる」 
 take （a　　 ）〔　〕 all the factors
「雨のため中止される」 
 be called off 〔　〕（a　　 ）〔　〕 rain
「人口の20％を占める」 
 （a　　 ）〔　〕 20% of the population

○1850
「未確認飛行物体」 
 an unidentified flying （o　　 ）
「研究の目的」 the （o　　 ）〔　〕 the research
「その決定に反対する」 
 （o　　 ）〔　〕 the decision

○1851
「（…の）主な特徴」 the main （f　　 ） (〔　〕 ...)
「特集記事」 a （f　　 ） article
「雑誌で特集される」 be （f　　 ）〔　〕 a magazine

○1852
「駐車料金」 a （c　　 ）〔　〕 parking
「顧客サービスの責任者である」 
 be 〔　〕（c　　 ）〔　〕 customer service

「1時間20ドルを請求する」 
 （c　　 ） $20 an hour
「薬物犯罪で告発［告訴］される」 
 be （c　　 ）〔　〕 a drug crime

○1853
「（精神的）ストレスを受けている」 
 be 〔　〕（s　　 ）
「製品の品質を強調［重視］する」 
 put （s　　 ）〔　〕 product quality
「その製品の品質は最高であることを強調する」 
  （s　　 ）（t　　 ） the quality of the product 

is the best

○1854
「1週間前に」 a week 〔　〕（a　　 ）
「科学の進歩」 a scientific （a　　 ）

○1855
「Aと Bのバランスをとる」 
 strike a （b　　 ）〔　〕 A （a　 ） B
「残金を支払う」 pay the （b　　 ）

○1856
「お願いがあるのですが」 
 Will you do me a （f　　 ）? 
「お願いがあるのですが」 
 Can I ask you a （f　　 ）?
「あなたはこの案に賛成ですか」 
 Are you 〔　〕（f　　 ）〔　〕 this plan?

○1857
「金庫［手紙］の中身」 
 the （c　　 ）〔　〕 a safe/letter
「ストーリーの内容」 the （c　　 ）〔　〕 the story
「結果に満足している」 
 be （c　　 ）〔　〕 the result

○1858
「電話の請求書［電話代］を支払う」 
 pay a phone （b　　 ）
「法案を可決する」 pass a （b　　 ）

○1859
「フレンドリーな態度で」 
 〔　〕 a friendly （m　　 ）
「行儀がよい［悪い］」 have good/bad （m　　 ）

■4 多様な意味を覚える
◆1

○1812
「（自分の）感情を言葉で表す」 
 （e　　 ） my emotions 〔　〕 words
「急行列車」 an （e　　 ） train

○1813
「支持を得る」 （g　　 ） support
「スピードを上げる」 （g　　 ） speed

○1814
「会議に出席する」 （a　　 ） a meeting
「赤ちゃんの面倒をみる」 （a　　 ）〔　〕 a baby

○1815
「彼はついに彼の目的を遂げた［達成した］」 
 He finally （a　　 ） his goal.
「投票権を獲得する」 （a　　 ） the vote

○1816
「2017年に設立される」 be （e　　 ）〔　〕 2017
「…と関係を築く」 
 （e　　 ） a relationship 〔　〕 ...

○1817
「そのベッドは私の部屋に合わない［入らない］」 
 The bed doesn’ t （f　　 ）〔　〕 my room.
「個人使用に適している」 
 be （f　　 ）〔　〕 personal use
「健康を維持する」 keep （f　　 ）

○1818
「彼の援助の申し出を（ていねいに）断る」 
 （d　　 ） his offer of help
「急速に減少する［低下する］」 （d　　 ） rapidly

○1819
「集まる［集合する］」 （g　　 ）〔　〕
「情報を集める」 （g　　 ） information

「彼の手紙から彼が何か問題を抱えていると推測する
［思う］」 
  （g　　 ）〔　〕 his letter （t　　 ） he has 

some problems

○1820
「この事実に注意を向ける」 
 （d　　 ） your attention 〔　〕 this fact
「映画を監督する」 （d　　 ） a movie
「直射日光」 （d　　 ） sunlight

○1821
「車を修理してもらう」 get the car （f　　 ）
「会う時間と場所を決める」 
 （f　　 ） a time and place to meet
「会議を手配する」 （f　　 ）〔　〕 a meeting

○1841
「新しいシステムを発明する」 
 （i　　 ） a new system
「言い訳をでっちあげる」 （i　　 ） an excuse

○1842
「生活費をかせぐ［生計を立てる］」 
 （e　　 ） a living
「利益を得る」 （e　　 ） a profit

○1843
「（販売用）商品を陳列する」 
 （d　　 ） goods for sale
「感情をまったく表さない」  （d　　 ） no emotion

○1844
「道路を横断する」 （c　　 ） a road
「彼は脚［腕］を組んだ」 
 He （c　　 ） his legs/arms.

○1845
「会社を買収する」 （a　　 ） a company
「技術を身につける［習得する］」 
 （a　　 ） the skills

 ワークシート　3-3
　※  （　　 ）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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■5 フレーズで覚える
◆1

○1908
「エネルギーはさまざまな形で存在する」 
 Energy （e　　 ）〔　〕 many different forms.

○1909
「問題を解決する」 （s　　 ） a problem

○1910
「困難な時代を生き抜く」 
 （s　　 ） a difficult time

○1911
「仕事を遂行する」 （p　　 ） a task

○1912
「爆弾で破壊される」 be （d　　 ）〔　〕 a bomb

○1913
「彼女の忠告を無視する」 （i　　 ） her advice

○1914
「研究を行う」 （c　　 ） a study

○1915
「座ってリラックスする」 sit down and （r　　 ）

○1916
「（家などが）全焼する」 
 be （b　　 ）〔　〕 the ground
「トーストを焦がす」 （b　　 ） the toast

○1917
「事業を拡大［拡張］する」 
 （e　　 ） their business
「中国へ拡大［進出］する」 （e　　 ）〔　〕 China

○1918
「やり方を採用する」 （a　　 ） an approach

○1919
「パーティーを準備する［手配する］」  （o　　 ） a party

○1920
「その運動を4回から6回繰り返しなさい」 
 （R　　 ） the exercise 4 to 6 times.

○1921
「熱帯雨林を保護する」 （p　　 ） the rainforests

○1922
「要求を却下する」 （r　　 ） a demand

○1923
「車を修理してもらう」 get the car （r　　 ）

◆2

○1924
「コミュニケーションの手段」 a means of （c　　 ）

○1925
「今世紀の最初の10年に」 
 〔　〕 the first （d　　 ）〔　〕 this century

○1926
「生活水準」 
 the （s　　 ）〔　〕 living [the living （s　　 ）]
「標準サイズの紙」 （s　　 ） size paper

○1927
「行動パターン［様式］」 behavior （p　　 ）

○1928
「新種の鳥」 a new （s　　 ）〔　〕 bird

○1929
「若い［中高年］世代」 
 the younger/older （g　　 ）

○1930
「この場合（は）」 〔　〕 this （i　　 ）
「例えば」 〔　〕（i　　 ）

○1931
「山岳地方」 a mountain （r　　 ）

○1932
「重さが50キロ」 50 kilos 〔　〕（w　　 ）
「太る［やせる］」 gain/lose （w　　 ）

○1933
「脳細胞」 brain （c　　 ）

○1934
「太陽の熱」 the （h　　 ）〔　〕 the sun
「暖房を入れる［切る］」 
 turn the （h　　 ） on/off

○1935
「通りの激しい交通［混雑］」 
 heavy （t　　 ）〔　〕 a street

○1936
「地球の表面」 the （s　　 ）〔　〕 the Earth

○1860
「友だちからの［への］贈り物」 
 a （g　　 ）〔　〕/〔　〕 a friend
「音楽の（天賦の）才能」 a （g　　 ）〔　〕 music

○1861
「手紙のコピーを取る」 
 make a （c　　 ）〔　〕 the letter
「100万部［枚］を売る［売れる］」 
 sell a million （c　　 ）

○1862
「交通信号」 a traffic （s　　 ）
「彼に始める合図をする」 
 give him a （s　　 ）〔　〕 start
「彼に始めるよう合図する」 
 （s　　 ） him 〔　〕 start

○1863
「氷の塊」 a （b　　 ）〔　〕 ice
「3ブロツク行き，右に曲がりなさい」 
 Go three （b　　 ） and turn right.
「1台の車が彼の行く手をふさいだ」 
 A car （b　　 ） his way.

○1864
「文化的背景」 the cultural （b　　 ）
「彼女の家庭環境」 her family （b　　 ）

○1865
「問題の根本［根源］」 
 the （r　　 ）〔　〕 the problem
「囲碁は中国がルーツです」 
 The game of Go has its （r　　 ）〔　〕 China.

◆3

○1880
「身体運動」 （p　　 ） exercise
「物質界」 the （p　　 ） world

○1881
「最初のメンバー」 （o　　 ） member
「独創的なアイデア」 an （o　　 ） idea
「手紙の原本」 the （o　　 ） letter

○1882
「特定の理由［目的］」 
 a （s　　 ） reason/purpose

「もっと明確［具体的］な情報を必要とする」 
 need more （s　　 ） information

○1883
「余分なお金」 （e　　 ） money
「追加料金」 an （e　　 ） charge

○1884
「定期的な運動」 （r　　 ） exercise
「レギュラー［標準サイズの］コーヒー」 
 a （r　　 ） coffee

○1885
「活動的な［元気な］子ども」 an （a　　 ） child
「積極的なメンバー」  an （a　　 ） member

○1886
「逆［反対］方向に」 
 〔　〕 the （o　　 ） direction
「通りの反対［向こう］側に」 
 〔　〕 the （o　　 ） side of the street

○1887
「二重線」 a （d　　 ） line
「値段の2倍払う」 pay （d　　 ） the price
「2倍の大きさ［数］になる」 
 （d　　 ）〔　〕 size/number

○1888
「相対的価値」 （r　　 ） values
「近い親戚」 a close （r　　 ）

○1889
「前大統領」 the （f　　 ） president
「（両者のうち）前者が後者より重い」 
 ..., the （f　　 ） is heavier than the latter

○1890
「深刻な問題」 a （s　　 ） problem
「厳しい先生」 a （s　　 ） teacher

○1891
「代替エネルギー源」 （a　　 ） energy sources
「価格を上げるよりほかに選択肢［方法］がない」 
  have no （a　　 ）（b　　 ）〔　〕 raise the 

price
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◆5

○1987
「より小さいので，より安い」 
 be smaller and （t　　 ） cheaper

○1988
「私も（…しない）」 （N　　 ） do I.
「どちらの意見も正しくない」 
 （N　　 ） opinion is right.

○1989
「前進する」 move （f　　 ）
「Eメールを転送する」 （f　　 ） an e-mail

○1990
「ついに成功した」 （e　　 ） succeeded

○1991
「ほとんど信じることができない」 
 can （h　　 ） believe

○1992
「極めて危険である」 be （e　　 ） dangerous

○1993
「直ちに出発する」 start （i　　 ）
「食事の直前［直後］に」 
 （i　　 ）〔　〕/〔　〕 meals

○1994
「1日に2回」 （t　　 ） a day
「あれの2倍の値段である」 
 be （t　　 ）〔　〕 expensive 〔　〕 that one

○1995
「さもないとあなたはよくならないだろう」 
 ..., （o　　 ） you won’ t get better.
「そうでなかったら電車に遅れていただろう」 
 ..., （o　　 ） I would have missed the train.
○1996

「残念ながら予約でいっぱいです。」 
 （U　　 ）, we are fully booked.

○1997
「彼はめったに酒を飲まない」 
 He （r　　 ） drinks.

○1998
「そのうえ，値段が高い」 
 （M　　 ）, it is expensive.

○1999
「列車はたびたび遅れる」 
 Trains are （f　　 ） late.

○2015
「…，それにもかかわらず彼女は仕事に出かけた」 
 ..., but she went to work （n　　 ）.

○2016
「徐々に消える」 （g　　 ） disappear

○2017
「500メートル離れて」 500 meters （a　　 ）
「結末を除けばそれは本当にすばらしい映画だ」 
  （A　　 ）〔　〕 the ending, it’s a really good 

film.

○2018
「それに寒すぎる」 （B　　 ）, it’s too cold.
「彼女は私以外に友人がいない」 
 She has no friends （b　　 ） me.
「彼女は彼と話しただけでなく，（彼に）手紙も書いた」 
  （B　　 ） talking to him, she wrote him a 

letter.

○2019
「どこかこの近くに［で，へ］」 
 （s　　 ）〔　〕 here

◆6

○2020
「最近の調査によれば，…」 
 （a　　 ）〔　〕 a recent survey, ...
「大きさに従って等級分けされる」 
 be graded （a　　 ）〔　〕 size

○2021
「騒音にもかかわらずよく眠った」 
 （D　　 ） the noise, I slept quite well.

○2022
「時速100キロメートル」 
 100 kilometers （p　　 ） hour
「1人につき25ドル」 $25 （p　　 ） head

○1937
「暖かい［暑い・寒い］気候」 
 a warm/hot/cold （c　　 ）

○1938
「新工場の建設予定地」 
 the （s　　 ）〔　〕 the new plant

○1939
「社会の構造」 the （s　　 ）〔　〕 society

○1940
「とても高価な品々」 very expensive （i　　 ）
「新聞記事」 a news （i　　 ）

○1941
「就職の面接試験」 an （i　　 ）〔　〕 a job

○1942
「結婚に対する伝統的な概念［考え］」 
 the traditional （c　　 ）〔　〕 marriage

○1966
「問題解決の技術［問題解決法］」 
 （t　　 ）〔　〕 problem-solving

○1967
「低収入［所得］」 a low/small （i　　 ）
「高収入［所得］」 a high/large （i　　 ）

○1968
「東京市民［都民］」 the （c　　 ）〔　〕 Tokyo
「日本国民」 
 a Japanese （c　　 ）［（c　　 ）〔　〕 Japan］

○1969
「燃料電池」 （f　　 ） cells

○1970
「多数［少数］の聴衆［観衆］」 
 a large/small （a　　 ）

○1971
「深海に生息する生物」 
 （c　　 ） living in the deep sea

◆3

○1972
「（その）前の年」 the （p　　 ） year

○1973
「新鮮な果物」 （f　　 ） fruit

「新しい（何も書いていない）紙」 
 a （f　　 ） sheet of paper

○1974
「精神的健康」 （m　　 ） health

○1975
「日常生活」 （e　　 ） life

○1976
「女性エンジニア」 a （f　　 ） engineer
「雌のサル」 a （f　　 ） monkey

○1977
「とても小さい魚」 a （t　　 ） fish
「ごく少量［微量］の…」 a （t　　 ） amount of ...

○1978
「すばらしい考え」 an （e　　 ） idea

○1979
「複雑な問題」 a （c　　 ） problem

○1980
「男性の歌手」 a （m　　 ） singer
「日本人の成人男性」 a Japanese adult （m　　 ）

○1981
「実際的な助言」 （p　　 ） advice

○1982
「教育水準」 （a　　 ） standards
「学術書」 （a　　 ） books

○1983
「典型的な事例」 a （t　　 ） case

○1984
「世界的な成功」 a （w　　 ） success

◆4

○1985
「もし間違いでなければ［確か］…」 
 （U　　 ） I’m mistaken, ...

○1986
「彼は座ることも立つこともできない」 
 He can （n　　 ） sit （n　　 ） stand.
「行きたくないな」「私も（行きたくない）」 
 “I don’ t want to go.”  “（N　　 ） do I.”

Ⓒ KAGENSHA


