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「外国人に投票する権利を与える」 
 （g　　 ） foreigners the right to vote
「投票する権利を外国人に与える」 
 （g　　 ） the right to vote 〔　〕 foreigners
「電気（があること）を当然のことと思う」 
 take electricity 〔　〕（g　　 ）

○2184
「彼に金を貸す」 （l　　 ） him some money
「お金を友だちに貸すな」 
 Don’ t （l　　 ） money 〔　〕 your friends.

○2185
「彼はノーベル賞を授与された」 
 He was （a　　 ） the Nobel Prize.
「ノーベル平和賞は17歳の女の子に与えられた」 
  The Nobel Peace Prize was （a　　 ）〔　〕 a 

17-year-old girl.
「受賞する」 receive an （a　　 ）

○2209
「彼に50ドルの借りがある」 （o　　 ） him $50
「50ドルを友だちに借りている」 
 （o　　 ） $50 〔　〕 my friend
「私の成功は妻のおかげだ」 
 （o　　 ） my success 〔　〕 my wife

◆3

○2210
「独立を宣言する」 （d　　 ） independence
「アメリカを独立国家と宣言する」 
 （d　　 ） America an independent nation
「アメリカはイギリスから独立していると宣言する」 
  （d　　 ）（t　　 ） America is independent 

of Britain

◆4
①

○2211
「会議［面会］を手配する」 （a　　 ） a meeting
「彼が会議に出席するよう手配する」 
 （a　　 ）〔　〕 him 〔　〕 attend the meeting

○2212
「列車に間に合うように急ぐ」 
 （r　　 ）〔　〕 catch the train

「結論を急ぐな」 
 Don’ t （r　　 ）〔　〕 conclusions.

○2213
「警察官であるふりをする」 
 （p　　 ）〔　〕 be a policeman

○2214
「別の方法を考えるために立ち止まった［立ち止まっ
て考えた］」 
 （p　　 ）〔　〕 consider a different approach
②

○2215
「以前に彼に会ったことを思い出す」 
 （r　　 ） seeing him before
③

○2216
「彼に健康に関してアドバイスする」 
 （a　　 ） him 〔　〕 his health
「彼に喫煙をやめるようアドバイスする」 
 （a　　 ） him 〔　〕 stop smoking
「彼が直ちに喫煙をやめることをアドバイスする」 
 （a　　 ）（t　　 ） he stop smoking at once

○2217
「彼女を秘書として雇う」 
 （h　　 ） her 〔　〕 a secretary
「彼をウェブサイトを改善するために雇う」 
 （h　　 ） him 〔　〕 improve the website

○2218
「2，3発言させてください」 
 （p　　 ） me a few words
「辞書を使うことが許されている」 
 be （p　　 ） to use dictionaries
「駐車許可証」 a parking （p　　 ）

○2219
「人々にその法案に反対票を投じることを強く促す」 
 （u　　 ） people 〔　〕 vote 〔　〕 the bill
「その法案は廃案にすべきだと主張する」 
 （u　　 ）（t　　 ） the bill be rejected
「どなりたい強い衝動」 
 a strong （u　　 ）〔　〕 shout

■1 語法で覚える ― 動詞
◆1

○2168
「食べ物を捜し回る」   （h　　 ）〔　〕 food
「動物を狩る［狩りをする］」 （h　　 ） animals

○2169
「息を吸う［吐く］」 （b　　 ）〔　〕/〔　〕
「空気から酸素を吸い込む」 
 （b　　 ）〔　〕 oxygen 〔　〕 the air
「二酸化炭素を吐き出す」 
 （b　　 ）〔　〕 carbon dioxide

○2170
「約12時間続く［もつ］」 
 （l　　 ）〔　〕 about 12 hours
「今年いっぱい続く［もつ］」 
 （l　　 ）〔　〕 the end of this year

○2171
「助けを求めて叫ぶ」 （s　　 ）〔　〕 help
「彼に戻るようどなる」 
 （s　　 ）〔　〕 him 〔　〕 get back

○2172
「塀に衝突する［ぶつかる］」  （c　　 ）〔　〕 a wall
「車を塀に衝突させる［ぶつける］」 
 （c　　 ） a car 〔　〕 a wall

○2173
「互いに見つめ合う」 （s　　 ）〔　〕 each other

○2174
「空気中に浮かぶ」 （f　　 ）〔　〕 the air
「水面に浮かぶ」 
 （f　　 ）〔　〕 (the surface of) the water

○2175
「海に沈む」 （s　　 ）〔　〕 the sea　　　　
「海底に沈む」 （s　　 ）〔　〕 the ocean floor
「記録的な（低い）レベルに低下する」 
 （s　　 ）〔　〕 a record low level

○2176
「新しい法律に抗議する」 
 （p　　 ）〔　〕 the new law
「新しい法律に抗議して」 
 〔　〕（p　　 ）〔　〕 the new law

○2177
「彼女の顔をちらっと見る」 
 （g　　 ）〔　〕 her face
「彼女をちらっと見る」 
 give her a quick （g　　 ）

○2178
「前かがみになる」 （l　　 ）〔　〕
「家に帰ろうと思う［気持ちが傾く］」 
 （l　　 ）〔　〕 going home
「柵に寄りかかる」 （l　　 ）〔　〕 the fence

○2179
「ドアをたたく［ノックする］」 
 （k　　 ）〔　〕 the door
「壁をたたき壊す［取り壊す］」 
 （k　　 ）〔　〕 the wall
「頭を壁にぶつける」 
 （k　　 ） his head 〔　〕 the wall

○2180
「通りで彼に会釈する」 
 （n　　 ）〔　〕 him in the street

○2181
「丘を滑り下りる」 （s　　 ）〔　〕 a hill
「丸太を滑らせて丘を下ろす」 
 （s　　 ） logs 〔　〕 a hill
「そっと部屋に入る［を出る］」 
 （s　　 ）〔　〕 [〔　〕 of] a room

○2182
「先生におじぎをする」 （b　　 ）〔　〕 a teacher

◆2

○2183
「（あなたの）要求［願い］を聞き入れる［認める］」 
 （g　　 ） your request
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「新聞紙を丸める」 （r　　 ） the newspaper 〔　〕

○2255
「ドアに鍵をかける」 （l　　 ） a door
「犬を車に閉じ込める」 
 （l　　 ） a dog 〔　〕 the car

○2256
「ミルクをコーヒーに注ぐ」 
 （p　　 ） milk 〔　〕 the coffee
「人々が通りにどっと押し寄せた」 
 People （p　　 ）〔　〕 the street.

○2257
「製品をアジア諸国に輸出する」 
 （e　　 ） products 〔　〕 Asian countries

○2258
「車は雪（の中）に埋もれている」 
 Cars are （b　　 ）〔　〕 the snow.
「彼は故郷の町に埋葬された」 
 He was （b　　 ）〔　〕 his home town.

○2259
「車を船に積み込む」 （l　　 ） cars 〔　〕 the ship
「船に車を積み込む」 （l　　 ） a ship 〔　〕 cars

○2260
「すべてを小さな箱に押し込む［詰め込む］」 
 （j　　 ） everything 〔　〕 a small box
「道路はどこも車でいっぱいだった［渋滞していた］」 
 The roads were （j　　 ）〔　〕 cars.

○2261
「彼の肩をたたく」 
 （t　　 ） him 〔　〕 the shoulder
「窓を軽くたたく」 （t　　 ）〔　〕 the window

○2262
「テーブルを部屋の中へ引きずり入れる」 
 （d　　 ） a table 〔　〕 the room
②

○2263
「彼女のマナーの良さに感銘を受ける」 
 be （i　　 ）〔　〕 her good manners

○2264
「その本は有益な情報が満載である」 
  The book is （p　　 ）〔　〕 useful 

information.

「そのホテルは観光客でいっぱいである」 
 The hotel is （p　　 ）〔　〕 tourists.
「観光客をバスに詰め込む」 
 （p　　 ） tourists 〔　〕 the bus
「1ページにたくさんの情報を詰め込む」 
 （p　　 ） a lot of information 〔　〕 a page

○2265
「彼女がレポートを書くのを援助する［手伝う］」 
 （a　　 ） her 〔　〕 writing a report

○2266
「2対1で敗れる」 be （d　　 ）〔　〕 2 to 1

○2267
「手の甲で目（の涙）を拭く」 
  （w　　 ） her eyes 〔　〕 the back of her 

hand
「（彼女の）目から涙を拭き取る［ぬぐう］」 
 （w　　 ） the tears 〔　〕 her eyes
「その村は洪水で一掃された［壊滅した］」 
  The village was （w　　 ）〔　〕 by the 

floods.
③

○2268
「その店から現金を盗む」 
 （s　　 ） cash 〔　〕 the store

○2269
「メインメニューから『PRINT』を選ぶ」 
 （s　　 ） PRINT 〔　〕 the main menu

○2270
「事故のことで彼を責める」 
 （b　　 ） him 〔　〕 the accident
「事故を彼のせいにする」 
 （b　　 ） the accident 〔　〕 him
「彼はその事故に対して責任がある」 
 He is 〔　〕（b　　 ）〔　〕 the accident.

○2271
「彼女の努力を称賛する」 
 （p　　 ） her 〔　〕 her efforts

○2292
「中東から石油を輸入する」 
 （i　　 ） oil 〔　〕 the Middle East

○2220
「少し時間を割いてもらえる？」 
 Can you （s　　 ） me a few minutes?
「質問に答えるために少し時間を割く」 
  （s　　 ） a few moments 〔　〕 answer 

questions
「スペアキー」 a （s　　 ） key
④

○2221
「世界に平和を訴える」 
 （a　　 ）〔　〕 the world 〔　〕 peace
「両者に戦いをやめるよう強く求める」 
 （a　　 ）〔　〕 the two sides 〔　〕 stop fighting

○2222
「彼女の健康を祈る」  （p　　 ）〔　〕 her health
「彼女が早く回復するように祈る」 
 （p　　 ）〔　〕 her 〔　〕 get well soon
「彼女が早く回復することを祈る」 
 （p　　 ）（t　　 ） she gets well soon

◆5

○2223
「前大統領の死去を発表する」 
 （a　　 ） the death of the former president
「前大統領が亡くなったことを発表する」 
  （a　　 ）（t　　 ） the former president 

passed away

○2224
「あなたに（私たちの）決定を知らせる」 
 （i　　 ） you 〔　〕 our decision
「あなたに（あなたの）申し出を断ることを決定したと
知らせる」 
  （i　　 ） you （t　　 ） we have decided to 

decline your offer

◆6
①

○2225
「壁にカレンダーを掛ける」 
 （h　　 ） a calendar 〔　〕 the wall
「天井から照明をつるす」 
 （h　　 ） a light 〔　〕 the ceiling

○2226
「商店は街中に集中している」 
 Stores are （c　　 ） in the town.
「このレポートを完成することに努力を集中させる」 
  （c　　 ） my efforts 〔　〕 finishing this 

report
「レポートを完成することに集中する」 
 （c　　 ）〔　〕 finishing the report

○2227
「包みをひもで結ぶ［しばる］」 
 （t　　 ） a package 〔　〕 a string
「馬を木につなぐ」 
 （t　　 ） a horse 〔　〕 a tree

○2249
「川（の水）が街を水浸しにした」 
 The river （f　　 ） the town.
「通りは車であふれていた」 
 The streets were （f　　 ）〔　〕 cars.
「水が街に押し寄せた」 
 The water （f　　 ）〔　〕 the town.

○2250
「製品を上海へ空輸する」 
 （t　　 ） products 〔　〕 Shanghai by plane

○2251
「低脂肪の食事に切り替える」 
 （s　　 ）〔　〕 a low-fat diet
「席を交換してもらえる？」 
 Can I （s　　 ） seats 〔　〕 you?
「明かりをつける［消す］」 
 （s　　 ）〔　〕/〔　〕 the light

○2252
「写真を Eメールに添付する」 
 （a　　 ） a photo 〔　〕 an E-mail
「私の犬に深い愛情を持っている」 
 be deeply （a　　 ）〔　〕 my dog

○2253
「熊を撃つ」 （s　　 ） a bear
「熊を狙って撃つ」 （s　　 ）〔　〕 a bear

○2254
「丘を転がり落ちる」 （r　　 ）〔　〕 a hill
「丸太を転がして丘を下ろす」 
 （r　　 ） logs 〔　〕 a hill
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○2293
「彼の深い知識を称賛する」 
 （a　　 ） his deep knowledge
「深い知識を持つ彼を称賛する」 
 （a　　 ） him 〔　〕 his deep knowledge

○2294
「泥棒から家を守る」 
 （g　　 ） a house 〔　〕 thieves
「（建物・店などの）警備員」 a security （g　　 ）

○2295
「かみついたことで犬を罰する」 
 （p　　 ） a dog 〔　〕 biting

○2296
「殺人未遂で男を逮捕する」 
 （a　　 ） a man 〔　〕 attempted murder
「逮捕されている」 be under （a　　 ）

○2297
「彼が約束を破ったことを許す」 
 （f　　 ） him 〔　〕 breaking his promise

Ⓒ KAGENSHA


