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◆3
①

○2899
「もっと熱心に勉強をしなかったことを後悔する」 
 （r　　 ） not having studied much harder
「残念ながらあなたの申し出を受けることができません」 
  （r　　 ）〔　〕 say （t　　 ） we are unable to 

accept your offer
②

○2900
「あなたに高給を保証［約束］する」 
 （g　　 ） you a good salary
「時間通りに着くことを保証する」 
 （g　　 ）〔　〕 arrive on time

○2915
「行くかどうかためらう」 
 （h　　 ） over （w　　 ）〔　〕 go or not
「彼女に電話するのをためらう」 
 （h　　 ）〔　〕 call her

○2916
「彼は尊敬に値する」 He （d　　 ） respect.
「彼は罰せられて当然である」 
 He （d　　 ）〔　〕 be punished.

○2917
「争いを解決する」 （r　　 ） a conflict
「（彼は）自分の事業を始めることを決心する」 
 （r　　 ）〔　〕 start his own business
③

○2918
「出発を1週間遅らせる［延ばす］」 
 （d　　 ） starting for a week
「悪天候のため遅れる」 
 be （d　　 ）〔　〕 bad weather

○2919
「喫煙をやめる」 （q　　 ） smoking
「学校を辞める」 （q　　 ） school

○2920
「新刊本を買うのをがまんできない［つい買ってしまう］」 
 can’ t （r　　 ） buying new books
「親の権威に反抗する」 
 （r　　 ） the authority of the parents

○2921
「金を受け取ったことを認める」 
 （a　　 ） receiving the money
「最優秀選手として認められている」 
 be （a　　 ）〔　〕 be the best player

○2922
「次の会議まで決定を延期する」 
  （p　　 ） making a decision 〔　〕 the next 

meeting

○2923
「問題が起きる［苦労する］ことを予期する」 
 （a　　 ） having trouble
④

○2924
「若者に自分の夢を追うよう鼓舞する」 
  （i　　 ） young people 〔　〕 follow their 

dreams

○2925
「秘書として雇用される」 
 be （e　　 ） 〔　〕 a secretary
「文書事務を処理するために秘書を雇う」 
 （e　　 ） a secretary 〔　〕 handle paperwork
「支出を記録［把握］するためにコンピュータを使う」 
  （e　　 ） computers 〔　〕 keep track 〔　〕 

expenses

○2926
「彼女に考えを変えるよう説得する」 
 （p　　 ） her 〔　〕 change her mind
「彼女に治療が必要であることを納得させる」 
  （p　　 ） her （t　　 ） she needs medical 

treatment

○2927
「生徒の興味を刺激する」 
 （s　　 ） students’ interest
「一生懸命勉強するよう生徒を刺激する」 
 （s　　 ） students 〔　〕 work hard

○2928
「自分のしたことを恥ずかしく思う」 
 be （e　　 ）〔　〕 what he did
「間違えたことを認めて恥ずかしい思いをする」 
 be （e　　 ）〔　〕 admit making a mistake

■1 語法で覚える ― 動詞
◆1

○2883
「単純な生命体から進化する」 
 （e　　 ）〔　〕 simple life forms

○2884
「その事故は単純な過失から起こった」

 The accident （a　　 ）〔　〕 a simple mistake.

○2885
「困難な状況に対処する」 
 （c　　 ）〔　〕 a difficult situation
「膨大な量のデータを処理する」 
 （c　　 ）〔　〕 huge amounts of data

○2886
「いすを自分の高さに調整する」 
 （a　　 ） a chair 〔　〕 my height
「温度の変化に順応する」 
 （a　　 ）〔　〕 changes of temperature

○2887
「彼は娘の結婚に賛成した」 
 He （a　　 ）〔　〕 his daughter’s marriage.
「計画を承認［許可］する」 （a　　 ） a plan

○2888
「会社を退職する」 （r　　 ）〔　〕 a company

○2889
「誤りを謝罪する［わびる］」 
 （a　　 ）〔　〕 an error

○2890
「街を歩き回る［さまよう］」 
 （w　　 ）〔　〕 the town

○2891
「彼女の個人的問題に干渉する［口出しする］」 
 （i　　 ）〔　〕 her private affairs
「彼女の決心［決意］を妨害する」 
 （i　　 ）〔　〕 her decision

○2892
「私の記録はあなたのものと一致しない」 
 My records do not （c　　 ）〔　〕 yours.
「彼女と Eメールで文通する」 
 （c　　 ）〔　〕 her by e-mail

◆2

○2893
「難しい問題を克服する」 
 （o　　 ） a difficult problem
「感情に打ちのめされる［感極まる］」 
 be （o　　 ）〔　〕 emotion

○2894
「徹夜の勉強で疲れ果てている」 
 be （e　　 ）〔　〕 studying all night
「石油の備蓄を使い果たす」 
 （e　　 ） the stock of oil

○2895
「彼は母親に付き添われてきた」 
 He was （a　　 ）〔　〕 his mother.

○2896
「最上階はレストランで占められている」 
 The top floor is （o　　 ）〔　〕 restaurants.
「（頭・時間が）コンピュータゲームで占められている
［夢中である・忙しい］」 
 be （o　　 ）〔　〕 playing computer games

○2897
「水は水素と酸素から構成されている」 
 Water is （c　　 ）〔　〕 hydrogen and oxygen.
「その曲はモーツァルトによって作曲された」 
 The music was （c　　 ）〔　〕 Mozart.

○2898
「経済危機に立ち向かう」 
 （c　　 ） an economic crisis
「経済危機に直面している」 
 be （c　　 ）〔　〕 an economic crisis
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「約束［予約］を確認する」 
 （c　　 ） my appointment

○2954
「彼がうそをついているのではないかと思う［疑う］」 
 （s　　 ）（t　　 ） he is lying
「彼がうそを言っていると思う［疑う］」 
 （s　　 ） him 〔　〕 lying

○2955
「技術的問題と理解される［認識される］」 
 be （p　　 ）〔　〕 a technical problem
「彼女の論文には問題があることに気づく」 
  （p　　 ）（t　　 ） there are some problems 

with her paper

○2956
「旅行の費用を計算する［見積もる］」 
 （c　　 ） the cost of the trip
「旅行にいくらかかるかを計算する［見積もる］」 
 （c　　 ）（h　　 ） much the trip will cost (you)
「旅行に約200ドルかかると計算する［見積もる］」 
  （c　　 ）（t　　 ） the trip would cost about 

$200

○2957
「厳しい冬を予想する」 （f　　 ） a hard winter
「厳しい冬になることを予想する」 
 （f　　 ）（t　　 ） we will have a hard winter
「天気予報」 the weather （f　　 ）

◆5
①

○2958
「自分を危険にさらす」 
 （e　　 ） yourself 〔　〕 danger

○2959
「水を血流に吸収する」 
 （a　　 ） water 〔　〕 the blood stream
「テレビ（を見ること）に熱中している」 
 be （a　　 ）〔　〕 watching television

○2960
「熱を力に変える」 （t　　 ） heat 〔　〕 power

○2961
「（彼女の）人生を世界平和のためにささげる」 
 （d　　 ） her life 〔　〕 world peace

○2962
「本社から支社へ転勤になる」 
 be （t　　 ）〔　〕 the head office 〔　〕 a branch
「新宿で中央線に乗り換える」 
 （t　　 ）〔　〕 the Chuo Line 〔　〕 Shinjuku

○2963
「犯罪を犯す」 （c　　 ） a crime
「教育の機会均等の実現に取り組んでいる」 
  be （c　　 ）〔　〕 achieving equal educational 

opportunity

○2964
「メッセージをアメリカ大統領に伝える」 
 （c　　 ） a message 〔　〕 the US President

○2965
「容疑者を近くの駅で捜し出す［見つける］」 
 （t　　 ） a suspect 〔　〕 a nearby station
「うわさをその出所までたどる」 
  （t　　 ） a rumor (back) 〔　〕 its original 

source

○2966
「多くの金を新製品を作ることに投資する」 
  （i　　 ） a lot of money 〔　〕 creating new 

products

○2967
「速度を時速40kmに制限する」 
 （r　　 ） the speed 〔　〕 40 kilometers an hour

○2968
「救援物資を必要としている人々に配る」 
 （d　　 ） aid 〔　〕 people in need
「世界中に分布している」 
 be （d　　 ）〔　〕 the world

○2969
「著しい危険（性）を人の健康にもたらす」 
 （p　　 ） a significant risk 〔　〕 human health

○2970
「日光を電気に変換する」 
 （c　　 ） sunlight 〔　〕 electricity

○2971
「地球温暖化を人間活動に起因すると考える」 
  （a　　 ） global warming 〔　〕 human 

activities

○2929
「彼女の質問が何を意味しているのか戸惑っている」 
 be （p　　 ）〔　〕 what her question means
「彼女が意味したことを知って戸惑っている」 
 be （p　　 ）〔　〕 know what she meant

○2930
「彼女の睡眠を妨げる」 （d　　 ） her sleep
「彼女の突然の涙に動揺する」 
 be （d　　 ） by her sudden tears
「彼女が泣いているのを見て動揺する」 
 be （d　　 ）〔　〕 see her crying

○2931
「彼のばかばかしい質問が私をいらいらさせる」 
 His stupid questions （a　　 ） me.
「彼のばかばかしい質問にいらいらする」 
 be （a　　 ） by his stupid questions
「…ということがわかっていらいらする［頭にくる］」 
 be （a　　 ）〔　〕 find （t　　 ） ...

○2932
「怖がらせるなよ！」 Don’ t （s　　 ） me!
「飛ぶのを［飛行機を］怖がる」 
 be （s　　 ）〔　〕 flying
「飛行機に乗るのが怖い」 
 be （s　　 ）〔　〕 fly in a plane

○2933
「おもしろい話で彼女を大喜びさせる」 
 （d　　 ） her 〔　〕 funny stories
「彼女の勝利［優勝］に大喜びする」 
 be （d　　 ）〔　〕 her victory
「良いニュースを聞いてたいへん喜んでいる」 
 be （d　　 ）〔　〕 hear the good news

○2934
「新しい生活に慣れる」 
 （a　　 ） yourself 〔　〕 a new life
「早く起きることに慣れている」 
 be （a　　 ）〔　〕 getting up early

○2935
「怖がらせるね［びっくりするじゃないの］」 
 You’re （f　　 ） me.
「暗やみを怖がる」 be （f　　 ）〔　〕 the dark

「暗やみで人影を見て怖がる」 
 be （f　　 ）〔　〕 see a figure in the dark

○2936
「オリンピックの（出場）資格を得る」 
 （q　　 ）〔　〕 the Olympics
「オリンピックに出場する資格を得る」 
 （q　　 ）〔　〕 compete in the Olympics
「その地位にうってつけである」 
 be （q　　 ）〔　〕 the post

○2937
「彼女の演奏［演技］に驚く」 
 be （a　　 ）〔　〕 her performance
「それがいかに美しいかを見て［とても美しいので］
びっくりする」 
 be （a　　 ）〔　〕 see how beautiful it is

○2948
「彼女が落ち着いてリラックスしているのに驚く」 
  be （a　　 ）〔　〕（h　　 ） calm and relaxed 

she is
「彼女が私より若いと聞いて驚く」 
 be （a　　 ）〔　〕 hear she is younger than me

◆4

○2949
「乗客の安全を保証する」 
 （e　　 ） passenger safety
「だれもが快適な旅ができることを保証する」 
  （e　　 ）（t　　 ） everyone has a comfortable 

journey

○2950
「なぜ事故が起きたのかを調査する」 
 （i　　 ）（w　　 ） the accident happened

○2951
「もっと調査が必要であることを強調する」 
  （e　　 ）（t　　 ） more research needs to 

be done

○2952
「運転手は酔っていたことをほのめかす」 
 （i　　 ）（t　　 ） the driver was drunk

○2953
「彼がスピード違反をしていなかったことを実証［確認］
する」 
 （c　　 ）（t　　 ） he wasn’ t speeding
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「この絵はピカソの作品と考えられている」 
 This picture is （a　　 ）〔　〕 Picasso.

○2972
「その提案を市議会に提出する」 
 （s　　 ） the proposal 〔　〕 the city council
「彼らの支配を受け入れる［に従う］」 
 （s　　 ）〔　〕 their control

○2992
「ギフトをきれいな紙に包む」 
 （w　　 ） the gift 〔　〕 beautiful paper

○2993
「平和を国に取り戻す」 
 （r　　 ） peace 〔　〕 the country
②

○2994
「その理論をグラフや図表で説明する」 
 （i　　 ） the theory 〔　〕 graphs and charts
「カラー写真がたくさん挿入されている」 
 be fully （i　　 ）〔　〕 color photographs

○2995
「それぞれの商品に値段を貼る」 
 （l　　 ） each item 〔　〕 a price
③

○2996
「対応が遅いことについて大統領を批判する」 
  （c　　 ） the President 〔　〕 failing to react 

sooner

○2997
「小説を日本語から英語に翻訳する」 
 （t　　 ） a novel 〔　〕 Japanese 〔　〕 English

○2998
「彼の病気を治す」 （c　　 ） him 〔　〕 his disease

○2999
「動物性脂肪を食事から取り除く」 
 （e　　 ） animal fat 〔　〕 your diet

○3000
「アパートを（オーナーから）賃借りする」 
 （r　　 ） an apartment (〔　〕 the owner)
「アパートを学生に賃貸しする」 
 （r　　 ） apartments 〔　〕 students

○3001
「学校で携帯電話を禁止する」 
 （b　　 ） cell phones 〔　〕 school
「1年間運転を禁止される」 
 be （b　　 ）〔　〕 driving for a year

○3002
「核兵器を取り除く［廃絶する］」 
 get （r　　 ）〔　〕 nuclear weapons

○3003
「外部の影響から切り離されている」 
 be （i　　 ）〔　〕 outside influences

○3004
「オフィス内では喫煙は禁止されている」 
 Smoking is （p　　 ）〔　〕 the office.
「彼は喫煙を禁止されている」 
 He is （p　　 ）〔　〕 smoking.

○3005
「満足感を仕事から得る」 
 （d　　 ） satisfaction 〔　〕 work
「この語はラテン語に由来する」 
 This word is （d　　 ）〔　〕 Latin.

○3006
「オリーブオイルをバターの代わりに使う」 
 （s　　 ） olive oil 〔　〕 butter
「彼女が病気のとき代理を務める」 
 （s　　 ）〔　〕 her when she is sick

○3007
「乗客を沈みかかった船から救助する」 
 （r　　 ） passengers 〔　〕 the sinking ship

○3008
「その項目を計算から除外する」 
 （e　　 ） the item 〔　〕 calculation
「外国人を投票から締め出す」 
 （e　　 ） foreigners 〔　〕 voting
④

○3009
「（あなたを）ユーザーとして登録する」 
 （r　　 ） (yourself) 〔　〕 a user
「夏期講座に登録する」 
 （r　　 ）〔　〕 the summer course

Ⓒ KAGENSHA


