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○3802
「彼を殴りたいという突然の衝動」 
 a sudden （i　　 ）〔　〕 hit him

◆3

○3803
「順に」 〔　〕（s　　 ）
「一連の出来事」 a （s　　 ）〔　〕 events

○3804
「（…と）調和して」 〔　〕（h　　 ） (〔　〕 ...)
「AとBの（間の）調和」 （h　　 ）〔　〕 A （a　） B

○3805
「用心して」 〔　〕（c　　 ）

○3806
「上機嫌［不機嫌］で」  〔　〕 a good/bad （t　　 ）
「私は怒りを抑えられなかった」 
 I couldn’ t control my （t　　 ）.

○3807
「パニックになって」 〔　〕 (a) （p　　 ）

○3808
「夜明けに」 〔　〕（d　　 ）
「新時代の夜明け」 the （d　　 ）〔　〕 a new era

○3809
「不況で」 〔　〕（r　　 ）

○3810
「要約すると」 〔　〕（s　　 ）
「ニュースの要約」 a （s　　 ）〔　〕 the news

○3811
「チームを代表して」 〔　〕（b　　 ）〔　〕 the team

○3812
「Aと Bの間隔」 the （i　　 ）〔　〕 A （a　） B
「20分間隔で」 〔　〕 20-minute （i　　 ）
「一定の間隔を置いて」 〔　〕 regular （i　　 ）

○3813
「それまで，お元気で」 
 〔　〕 the （m　　 ）, take care.

◆4

○3814
「生態系を維持する」 maintain an （e　　 ）

○3815
「自由に使うことができる特典［恩典］がある 
 have the （p　　 ）〔　〕 free access

○3816
「被害者に同情する」 have （s　　 ）〔　〕 victims
「彼らの運動を支持している」 
 be 〔　〕（s　　 ）〔　〕 their movement

○3817
「食欲が旺盛である」 have a big （a　　 ）
「知識欲」 an （a　　 ）〔　〕 knowledge

○3818
「妥協に至る」 reach a （c　　 ）
「どこに行くかで彼女と妥協する」 
 （c　　 ）〔　〕 her 〔　〕 where to go

○3819
「昼寝をする」 take a （n　　 ）

○3820
「どこに行くかで彼女と口げんかする」 
 have a （q　　 ）〔　〕 her 〔　〕 where to go

○3821
「（…について）世論調査を行う」 
 conduct [carry out] a （p　　 ） (〔　〕 ...)

○3822
「洗濯をする」 do the （l　　 ）

○3823
「自殺する」 commit （s　　 ）

○3824
「熱がある」 have a （f　　 ）

○3825
「名声を得る」 win/achieve （f　　 ）

○3826
「感染症［伝染病］を広げる」 spread an （i　　 ）
「感染症［伝染病］が広がる」 an （i　　 ） spreads

○3841
「離婚する」 get a （d　　 ）
「離婚する」 get （d　　 ）

○3842
「彼女の腕をしっかりとつかむ」 
 have a tight （g　　 ）〔　〕 her arm

■2 語法で覚える ― 名詞
◆1

○3763
「対立する2者間の対話」 
 a （d　　 ）〔　〕 the opposing sides

○3764
「領土をめぐるの論争［紛争］」 
 a （d　　 ）〔　〕 territory
「（彼女の）近所の人との言い争い」 
 a （d　　 ）〔　〕 her neighbors

○3765
「彼の収入の一部」 a （p　　 ）〔　〕 his income
「1人前のライス」 a （p　　 ）〔　〕 rice

○3766
「外国人に対する偏見」 （p　　 ）〔　〕 foreigners
「外国人に対して偏見を持っている」 
 be （p　　 ）〔　〕 foreigners

○3767
「申し込みの締め切り（日）」 
 the （d　　 ）〔　〕 applications

○3768
「少数者に対する差別」 
 （d　　 ）〔　〕 minorities

○3769
「（彼女の）孫に対する愛情」 
 （a　　 ）〔　〕 her grandchildren

○3770
「新規市場への参入」 
 （e　　 ）〔　〕 a new market
「国連への加盟」 （e　　 ）〔　〕 the UN

○3771
「交通違反に対する罰金」 
 the （p　　 ）〔　〕 breaking traffic rules
「禁固10年の刑」 
 a （p　　 ）〔　〕 ten years in jail

○3772
「食事を補充するもの［補助食品］」 
 a （s　　 ）〔　〕 your diet

○3773
「民主主義への移行［民主化］」 
 a （t　　 ）〔　〕 democracy

○3774
「経験豊かなメンバーからのインプット［助言］」 
 （i　　 ）〔　〕 experienced members

◆2

○3796
「成功の可能性［見込み］」 
 （p　　 ）〔　〕 success
「売上を増加させる高い可能性」 
 good （p　　 ）〔　〕 increasing sales

○3797
「ちょうどこの［その］とき」 
 〔　〕 this/that （i　　 ）
「彼女を見たとたんに彼女に恋をした」 
 The （i　　 ） I saw her, I fell in love.

○3798
「大統領になるという彼女の大望」 
  her （a　　 ）〔　〕 become [〔　〕 becoming] 

president

○3799
「このことをわずかの人しか知らないというのは残念だ」 
  It’s a （s　　 ） only a few people know 

about this.

○3800
「それをだれも知らないのは残念なことだ」 
  It’s a （p　　 ）（t　　 ） no one knows about 

it.
「彼女に同情する」 feel （p　　 ）〔　〕 her

○3801
「一生懸命勉強する強い動機」 
 a strong （i　　 ）〔　〕 study hard
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○3877
「その少女にだれも気づかなかったのは変だ」 
  It is （p　　 ）（t　　 ） no one noticed the 

girl.
「現代社会に特有である」 
 be （p　　 ）〔　〕 modern society

○3878
「彼女がそこにいなかったと言うのはばかげている」 
 It is （r　　 ）〔　〕 say she wasn’ t there.
「ばかなことを言うな」 Don’ t be （r　　 ）.

○3897
「やりがいのある仕事」 a （w　　 ） job
「研究を続ける価値がある」 
 It is （w　　 ） continuing to do research.

◆4

○3898
「子どもの言語［言葉］の発達」 
 a child’s （l　　 ） development

○3899
「ランダムサンプル［無作為標本］」 
 （r　　 ） sample
「サンプルを無作為に選ぶ」 
 choose samples 〔　〕（r　　 ）

○3900
「絶滅危惧種」 an （e　　 ） species

○3901
「著名なロシアの科学者」 
 a （p　　 ） Russian scientist
「よく目立つ場所」 a （p　　 ） place

○3902
「絶滅種」 an （e　　 ） species

○3903
「すごく退屈なスピーチ」 
 an extremely （d　　 ） speech
「鈍い痛みがある」 have a （d　　 ） pain

○3904
「ジョイントベンチャー」 a （j　　 ） venture
「ひざ関節」  a knee （j　　 ）

○3905
「ゆるい［だぶだぶの］ズボン」 （l　　 ） pants
「綴じられていない書類」 （l　　 ） papers

○3906
「口述試験」 an （o　　 ） examination
「口腔がん」 （o　　 ） cancer

○3907
「めざましい業績」 an （o　　 ） achievement

○3908
「優雅な絹のドレス」 an （e　　 ） silk dress
「あざやかな［簡潔で的確な］論証」 
 an （e　　 ） argument

○3909
「徒労［無駄骨］」 a （v　　 ） attempt
「（努力が）無駄に［（努力の）甲斐なく］」 
 〔　〕（v　　 ）

○3910
「どう猛な犬」 a （f　　 ） dog
「激しい議論」 a （f　　 ） argument

「状況［事態］をよく把握する」 
 have a good （g　　 ）〔　〕 a situation

○3843
「交通を止める」 bring traffic 〔　〕 a （h　　 ）
「（人・車・活動などが）止まる」 
 come 〔　〕 a （h　　 ）

■3 語法で覚える ― 形容詞
◆1

○3861
「学校を休む」 be （a　　 ）〔　〕 school

○3862
「（…の）十分な供給」 （a　　 ） supply (〔　〕 ...)
「我々の目的に適切である［かなっている］」 
 be （a　　 ）〔　〕 our purpose 

○3863
「政治に無関心である」 be （i　　 ）〔　〕 politics

○3864
「どんな危険にも警戒している」 
 be （a　　 ）〔　〕 any danger
「用心［注意］している」 stay （a　　 ）
「津波警報」  a tsunami （a　　 ）

○3865
「彼女は自分の業績について控えめである［謙遜してい
る］」 
 She is （m　　 ）〔　〕 her achievements.
「適度な［手ごろな］価格」 a （m　　 ） price

○3866
「殺人容疑について無罪である」 
 be （i　　 ）〔　〕 the murder charge
「悪意のない発言」 an （i　　 ） remark

○3867
「世界全体に関連している［かかわりがある］」 
 be （r　　 ）〔　〕 the entire world
「適切な質問〔　〕」 a （r　　 ） question

○3868
「他人からの批判に傷つきやすい」 
 be （v　　 ）〔　〕 criticism from others 

○3869
「線路と並行している」 
 be （p　　 ）〔　〕 the railroad

「物理学と経済学の類似点」 
 （p　　 ）〔　〕 physics （a　） economics
「匹敵するものがない」 have （n　　 ）（p　　 ）

◆2

○3870
「彼女と知り合いになることを熱望している」 
 be （k　　 ）〔　〕 get to know her
「ダンスに熱中している」 
 be （k　　 ）〔　〕 dancing
「鋭い嗅覚」 a （k　　 ） sense of smell

○3871
「貧困から抜け出そうと必死である」 
 be （d　　 ）〔　〕 escape from poverty
「援助を深刻に必要としている」 
 be in（d　　 ） need of aid

○3872
「母親にうそをついたことを恥じている」 
 be （a　　 ）〔　〕 having lied 〔　〕 my mother
「本当のことを話すのが恥ずかしい［恥ずかしくて話せ
ない］」 
 be （a　　 ）〔　〕 tell the truth

◆3

○3873
「必然の結果」 an （i　　 ） consequence
「彼女が彼の秘密を知ってしまうのは避けられない」 
  It is （i　　 ）（t　　 ） she will find out his 

secret.

○3874
「彼女が選挙に勝つ［当選する］ということは疑わしい」 
  It is （d　　 ）（t　　 ） she will win the 

election.

○3875
「賢明なアドバイス」 （s　　 ） advice
「彼が（自分の）過ちを認めるのは賢明だ」 
  It is （s　　 ）〔　〕 him 〔　〕 admit his 

mistakes.

○3876
「動物に残酷である」 be （c　　 ）〔　〕 animals
「動物をおりの中に閉じ込めるのは残酷だ」 
 It is （c　　 ）〔　〕 lock animals in cages.
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