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○2508
「社会的地位」 the social （s　　 ）
「プロジェクトの現在の状況」 
 the current （s　　 ）〔　〕 the project

○2509
「日本の古い慣習」 an old Japanese （c　　 ）
「税関を通過する」 clear [go through] （c　　 ）

○2523
「タイヤの跡」 tire （t　　 ）
「株価の動向を追う」 
 keep （t　　 ）〔　〕 stock prices

○2524
「コンピュータのスクリーン」 a computer （s　　 ）
「日光から目をさえぎる［目を覆う］」 
 （s　　 ） my eyes 〔　〕 the sun

○2525
「大量のデータ」 a （m　　 ）〔　〕 data
「マスコミュニケーション」 （m　　 ） communication

○2526
「私有地」 private （p　　 ）
「金属の物理的な特性」 
 physical （p　　 ）〔　〕 metals

○2527
「クレジットで家具を買う」 
 buy the furniture 〔　〕（c　　 ）
「成功への称賛は皆さんに向けられます［皆さんの功績
です］」 
  The （c　　 ）〔　〕 our success goes to all 

of you.
「あなたの口座に振り込まれる」 
 be （c　　 ）〔　〕 your account

○2528
「その情報にアクセスする権限がある」 
 have the （a　　 ）〔　〕 access the information
「日本文学の権威［大家］」 
 an （a　　 ）〔　〕 Japanese literature

○2529
「涙を浮かべて［泣いて］いる」 be 〔　〕（t　　 ）
「彼の手紙を細かく引き裂く」 
 （t　　 ） his letter 〔　〕 pieces

○2530
「精神［気］が若い」 be young 〔　〕（s　　 ）
「機嫌がよい［悪い］」 be 〔　〕 good/low （s　　 ）

○2531
「彼の個人財産」 his personal （w　　 ）
「豊富な情報」 a （w　　 ）〔　〕 information

○2532
「容易に勝利する［楽勝する］」 win 〔　〕（e　　 ）
「リラックスする」 be/feel 〔　〕（e　　 ）
「痛みを和らげる」 （e　　 ） the pain

○2533
「（…の）最新版」 the latest （v　　 ） (of ...)
「NASA（米国航空宇宙局）の日本版」 
 a Japanese （v　　 ）〔　〕 NASA

○2534
「（…する）予約［約束］をする」 
 make an （a　　 ） (〔　〕 do)
「（彼の）営業部長への任命」 
 his （a　　 ）〔　〕 sales manager

○2535
「甘いもの［菓子］」 sweet （s　　 ）
「衣類をスーツケースに詰め込む」 
 （s　　 ） my clothes 〔　〕 a suitcase

○2536
「視力が良い［悪い］」 have good/poor （v　　 ）
「将来のビジョン〔　〕」 
 a （v　　 ）〔　〕 the future

○2537
「フランスの首都」 the （c　　 ）〔　〕 France
「外国資本」 foreign （c　　 ）
「大文字」 a （c　　 ） letter

○2538
「4の2乗」 the （s　　 ）〔　〕 4
「正方形のテーブル」 a （s　　 ） table
「平方メートル［マイル］」 
 a （s　　 ） meter/mile

○2539
「私たちが電車に乗り遅れたのはあなたの責任だ」 
 It’s your （f　　 ） we missed the train.

■4 多様な意味を覚える
◆1

○2491
「火星を探査する」 （e　　 ） Mars
「…の可能性を探る」 
 （e　　 ） the possibilities 〔　〕 ...

○2492
「難しい状況を処理する」 
 （h　　 ） a difficult situation
「（ドアの）取っ手を回す」 turn the （h　　 ）

○2493
「新聞を印刷する」 （p　　 ） a newspaper
「2017年に出版［発行］される」 
 be （p　　 ）〔　〕 2017

○2494
「ご面倒おかけしてすみませんが，手伝ってくれますか」 
  Sorry 〔　〕（b　　 ） you, but I need some 

help.
「わざわざ来なくてもいいよ」 
 Don’ t （b　　 ）〔　〕 come.

○2495
「彼女は顔［視線］を上げた」 
 She （l　　 ） her head/eyes.
「彼を空港まで車で送る」 
 give him a （l　　 ）〔　〕 the airport

○2496
「その単語を正しくつづる」 
 （s　　 ） the word right
「名前のつづりを言う」 
 （s　　 ） your name 〔　〕

○2497
「風船が破裂した」 The balloon （p　　 ）
「ある考えがひょっこり心に浮かんだ」 
 An idea （p　　 ）〔　〕 in my mind.

○2498
「批判に反論［反撃］する」 （c　　 ） a criticism

「反論」 a （c　　 ）-argument

○2499
「ヘビにかまれる」 be （b　　 ）〔　〕 a snake
「軽く食事をする」 have a （b　　 ） (〔　〕 eat)

○2500
「海を横断する」 （s　　 ）〔　〕 the ocean
「…に向けて出航する」 set （s　　 ）〔　〕 ...

○2501
「氷の上で滑って転ぶ」 （s　　 ）〔　〕 the ice
「うっかり忘れる」 （s　　 ） my mind

○2502
「水道管が破裂した」 A pipe （b　　 ）.
「突然泣きだす」 （b　　 ）〔　〕 tears

○2503
「（人）のひざを曲げる」 （b　　 ） one’s knees
「かがむ」 （b　　 ）〔　〕/〔　〕

○2504
「その花びんにはひびが入っている」 
 The vase is （c　　 ）.
「卵を割る」 （c　　 ） an egg

○2505
「食べ物を飲み込む」 （s　　 ） food
「大会社に吸収される」 
 be （s　　 ）〔　〕 by the big company

◆2

○2506
「なごやかな雰囲気」 a friendly （a　　 ）
「大気中の二酸化炭素」 
 carbon dioxide 〔　〕 the （a　　 ）

○2507
「バードウォッチングに絶好の場所」 
 a good （s　　 ）〔　〕 bird watching
「彼が店に入って行くのを見つける」 
 （s　　 ） him going into a store

 ワークシート　4-3
　※  （　　 ）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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「黙っている［沈黙を守る］」 
 remain/keep （s　　 ）

○2580
「固体［固形］燃料」 （s　　 ） fuel
「強固な基盤」 a （s　　 ） foundation

○2581
「絹のように滑らかな」 〔　〕（s　　 ）〔　〕 silk
「順調な飛行」 a （s　　 ） flight

○2582
「純金」 （p　　 ） gold
「まったくの幸運」 （p　　 ） luck

○2583
「生の肉」 （r　　 ） meat
「原材料」 （r　　 ） materials

○2584
「きつい［ぴったりした］スカート」 
 a （t　　 ） skirt
「きついスケジュール」  a （t　　 ） schedule
「しっかりつかむ［つかまる］」 hold (on) （t　　 ）

○2585
「優しい声で」 〔　〕 a （g　　 ） voice
「穏やかな［適度な］運動」 （g　　 ） exercise

○2586
「輝く光」 （b　　 ） light
「すばらしい考え」 a （b　　 ） idea

○2587
「…の主要な理由」 the （p　　 ） reason 〔　〕 ...

○2588
「淡青色」 a （p　　 ） blue
「…を見て青くなる」 
 turn （p　　 ）〔　〕 the sight of ...

■5 フレーズで覚える
◆1

○2613
「彼女の誕生日を祝う」 （c　　 ） her birthday

○2614
「（人）の腕を伸ばす」  （s　　 ） one’s arms

○2615
「家族を捨てる」  （d　　 ） one’s family

○2616
「魚を凍らせる［冷凍する］」  （f　　 ） fish
「寒くて凍ってしまいそうだ」 I’m （f　　 ）.

○2617
「紙［びん］をリサイクルする」 
 （r　　 ） paper/bottles

○2618
「2017年に設立［創立］される」 
 be （f　　 ）〔　〕 2017

○2619
「地面に穴を掘る」 
 （d　　 ） a hole 〔　〕 the earth
「すべての根を掘り起こす［出す］」 
 （d　　 ）〔　〕 all the roots

○2620
「バターを溶かす」 （m　　 ） the butter

○2621
「テレビで生放送される」 
 be （b　　 ） live 〔　〕 TV
「生放送」 live （b　　 ）

○2622
「お湯を沸かす」 （b　　 ） some water
「卵をゆでる」 （b　　 ） an egg

○2623
「好機をつかむ［とらえる］」 
 （g　　 ） an opportunity

○2624
「星が輝く」 a star （s　　 ）

○2625
「ケーキを焼く」 （b　　 ） a cake

○2626
「人々が歓声を上げた」 People （c　　 ）.
「彼女を元気づけようとする」 
 try to （c　　 ） her 〔　〕

○2627
「びっしょり汗をかく」 （s　　 ） all over

○2628
「痛さのあまり叫び声を上げる」 
 （s　　 ）〔　〕 pain

○2629
「通りを行進する」 （m　　 ）〔　〕 a street

「他人の仕事の欠点［あら］探しをする」 
 find （f　　 ）〔　〕 other people’s work

○2540
「（人）の舌をかむ〔　〕」 bite one’s （t　　 ）
「（人）の母語」  one’s native （t　　 ）

○2541
「（…との）契約書に署名する」 
 sign a （c　　 ） (〔　〕 ...)
「会社を買収することを契約する」 
 （c　　 ）〔　〕 buy the company
「病気に感染する」 （c　　 ） a disease

○2542
「…の体積［容量］」 the （v　　 ）〔　〕 ...
「売上高」 sales （v　　 ）

○2543
「（人）の鼻の先」 the （t　　 ）〔　〕 one’s nose
「ヒントをあげよう」 Let me give you a （t　　 ）.
「ウェイターにチップを渡す」 
 give the waiter a （t　　 ）

○2544
「漁網」 a fishing （n　　 ）
「純収入［純益］」 a （n　　 ） income

○2545
「（横）一列に並んで立つ［座る］」 
 stand/sit 〔　〕 a （r　　 ）
「…回連続して」 ... times 〔　〕 a （r　　 ）

○2546
「チャンネルを（…に）変える」 
 change the （c　　 ） (〔　〕 ...)
「情報の伝達経路」 （c　　 ）〔　〕 communication

○2547
「よい［悪い］ユーモアのセンス」 
 a good/bad sense 〔　〕（h　　 ）
「機嫌がよい［悪い］」 
 be 〔　〕 a good/bad （h　　 ）

○2548
「猛毒」 deadly （p　　 ）
「川を汚染する」 （p　　 ） the river

○2570
「正義感」 a sense 〔　〕（j　　 ）

「その男を裁判にかける」 
 bring the man 〔　〕（j　　 ）

○2571
「ひも1本」 a piece 〔　〕（s　　 ）
「一連の失敗」 a （s　　 ）〔　〕 failures

○2572
「壇上に上がる」 
 climb [step up] 〔　〕 the （p　　 ）
「展望台」 a viewing （p　　 ）

◆3

○2573
「タフな人」 a （t　　 ） person
「困難な時を過ごす［つらい思いをする］」 
 have a （t　　 ） time

○2574
「間違った［事実と異なる］情報」 
 （f　　 ） information
「虚偽の名前と住所」 
 a （f　　 ） name and address

○2575
「穏やかな海」 a （c　　 ） sea
「平静を保つ」 remain （c　　 ）
「落ち着く」 （c　　 ）〔　〕

○2576
「鋭い痛み」 a （s　　 ） pain
「金利の急上昇」 
 a （s　　 ） rise 〔　〕 interest rates
「Aと Bの明確なコントラスト［対照］」 
 a （s　　 ） contrast 〔　〕 A （　） B

○2577
「細い通り」 a （n　　 ） street
「かろうじて逃れる［間一髪で助かる］」 
 have a （n　　 ） escape

○2578
「シーズンの後半」 
 the （l　　 ） half of the season
「後者のほうが好きだ」 prefer the （l　　 ）

○2579
「静かな夜」 a （s　　 ） night
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○2683
「商業地区」 a business （d　　 ）

○2684
「死者の魂」 the （s　　 ）〔　〕 the dead
「古い日本の本質［特質］」 
 the （s　　 ）〔　〕 old Japan

○2685
「異性」 the opposite （s　　 ）

○2686
「故郷を離れる」 leave one’s （h　　 ）

○2687
「服装規定」 a dress （c　　 ）
「コード番号［暗証番号］」 a （c　　 ） number

○2688
「賃金引き上げ」 a （w　　 ） increase

○2689
「市議会」 the city （c　　 ）

○2690
「ほこりをかぶっている」 be covered in （d　　 ）
「家具のほこりを払う」 
 （d　　 ） the furniture (〔　〕)

○2691
「飲み［食事］仲間」 a drinking/dinner （c　　 ）

○2692
「若手アーティストの作品展覧会」 
 an （e　　 ）〔　〕 works by young artists

○2693
「航空運賃」 an air （f　　 ）
「電車賃［バス代］」 a train/bus （f　　 ）

○2694
「ソーラー［太陽電池］パネル」 a solar （p　　 ）
「審査員団」 a （p　　 ）〔　〕 judges

○2715
「道路のカーブ」 a （c　　 ）〔　〕 the road

○2716
「泥にはまる〔　〕」 get stuck in the （m　　 ）

◆3

○2717
「生き続けるために酸素を吸う」 
 breathe oxygen to stay （a　　 ）

○2718
「巨大なグローバル産業」 
 a （g　　 ） global industry

○2719
「よく知られた［有名な］事実」   a （w　　 ） fact

○2720
「電子辞書」 an （e　　 ） dictionary

○2721
「ぬれる」 get （w　　 ）
「雨期」 the （w　　 ） season

○2722
「原子力発電所」 a （n　　 ） power station

○2723
「貴金属」 （p　　 ） metals
「貴重な時間」 （p　　 ） time

○2724
「いわゆる『スマートフォン』」 
 （s　　 ） “smart phones”

○2725
「孤独な生活」 a （l　　 ） life

○2726
「大ざっぱな考え」 a （r　　 ） idea
「荒天」 （r　　 ） weather

○2727
「民俗音楽」 （f　　 ） music

○2728
「大規模に」 on a （g　　 ） scale

○2729
「（人）の内なる声」 one’s （i　　 ） voice

○2730
「王室の宮殿［王宮］」 a （r　　 ） palace

○2731
「悪臭」 an （e　　 ） smell
「善悪を知っている［がわかる］」 
 know good and （e　　 ）

○2732
「ひどい［最悪の］天気」 the （a　　 ） weather

○2733
「ジョギングのあとでのどが渇いている」 
 be/feel （t　　 ） after jogging

○2630
「彼女に話す勇気［度胸］がない］」 
 I don’ t （d　　 ）〔　〕 tell her.

○2631
「川で溺死しそうになる〔　〕」 
 almost （d　　 ）〔　〕 the river

○2632
「…の（暗い）影を落とす」 
 （c　　 ） the shadow of ...
「投票する」 （c　　 ） a vote

○2633
「腕を振る」 （s　　 ） one’s arms
「前後に揺れる」 （s　　 ） 〔　〕 and forth

○2634
「深くため息をつく」 （s　　 ） deeply

○2635
「彼女におやすみのキスをする」 
 （k　　 ） her good night

◆2

○2661
「財政援助」 financial （a　　 ）

○2662
「事務用設備［機器］」 office （e　　 ）
「スポーツ用具」 sports （e　　 ）

○2663
「大気汚染」 air （p　　 ）

○2664
「経済的危機」 an economic （c　　 ）

○2665
「稲作」 a rice （c　　 ）
「米が豊作である」 
 have a good （c　　 ）〔　〕 rice

○2666
「道をたどる」 follow the （p　　 ）
「（職業上の）進路」 a career （p　　 ）

○2667
「肉体労働」 physical （l　　 ）
「熟練労働（者）」 skilled （l　　 ）

○2668
「国家の安全」 national （s　　 ）

「警備［防犯］システム」 a （s　　 ） system

○2669
「旅行代理店」 a travel （a　　 ）

○2670
「ステータスシンボル」 a status （s　　 ）
「化学記号」 chemical （s　　 ）

○2671
「新聞のスポーツ欄」 
 the sports （s　　 ）〔　〕 the newspaper
「喫煙コーナー」 the smoking （s　　 ）

○2672
「教育機関」 an educational （i　　 ）
「結婚制度」 the （i　　 ）〔　〕 marriage

○2673
「雲の切れ間」 a （g　　 ）〔　〕 the clouds
「貧富の差」 the （g　　 ）〔　〕 rich （a　） poor

○2674
「肥えた［やせた］土壌」 good/poor （s　　 ）

○2675
「季節の周期「四季の巡り」」 
 the （c　　 ）〔　〕 the seasons

○2676
「楽器を演奏する」 play an （i　　 ）
「コミュニケーションの道具」 
 an （i　　 ）〔　〕 communication

○2677
「上位［下位］階級」 high/low （r　　 ）
「1［2］位にランクされる」 
 be （r　　 ） first/second

○2678
「冒険心」 the spirit of （a　　 ）

○2679
「その本の中心テーマ」 
 the main （t　　 ）〔　〕 the book

○2680
「学友」 a （f　　 ） student

○2681
「外交問題」 foreign （a　　 ）

○2682
「暴力行為」 an act of （v　　 ）



8

○2734
「重大な危機にある」 be 〔　〕（g　　 ） danger

○2735
「成人した息子」 a （g　　 ） son

◆4

○2736
「少し寒気がする」 feel （s　　 ） cold

○2737
「彼はまだ子どもにすぎない［ほんの子どもだ］」 
 He’s （m　　 ） a child.
「彼女は真実を言っただけだ」 
 She （m　　 ） told the truth.

○2738
「…という証拠はまったくない」 
 There is （a　　 ） no evidence （t　　 ） ...

○2739
「どうやら彼女は恋をしているらしい」 
 （A　　 ）, she’s in love.

○2740
「何とかしてそこへ行きます」 
 I’ ll get there （s　　 ）.
「どうも彼女は好きになれない」 
 （S　　 ） I don’ t like her.

○2741
「失敗する〔　〕」 do （b　　 ）
「ひどく損傷［負傷］している」 
 be （b　　 ） damaged/injured

○2742
「永遠に続く」 last （f　　 ）

○2743
「わきに寄る」 step （a　　 ）

○2744
「ダウンタウンへ行く」 go （d　　 ）

○2745
「2階［上階］へ上がる」 go （u　　 ）

◆5

○2746
「床の上に落ちる」 fall （o　　 ） the floor

○2747
「2足す3は5です」 
 Two （p　　 ） three equals five.

○2748
「木の下に座る」 sit （b　　 ） the tree

Ⓒ KAGENSHA


