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◎1 速読・即解―適語句・適文選択
〇1  【解答】 ③

 【Point】 <1250>Single or return?「片道ですか，往復ですか」 ※ a single (ticket)「片道切符」
（＝ one-way ticket〔米〕），a return (ticket)「往復切符」（＝ round-trip ticket〔米〕），

<1270>You are welcome.「どういたしまして」〔お礼に対する答え〕

〇2 【解答】 ③

 【Point】 <962>birthday，<94>get A B，<1133>nice，<176>take A to B，<2>concert，
<1149>miss

〇3 【解答】 ③

 【Point】 <214>hear (that) S V，<21>How about doing ...?「…するのはどうですか，…しま
せんか」，<1309>weather report「天気予報」，<910>be supposed to do「…するこ
とになっている，…するらしい」※ここでは後の意味

〇4 【解答】 ②

 【Point】 <431>supermarket，<1314>list，<177>tell A what S V「何を…するかを A（人）に
言う」，<953>pick up A [A up]「…を手に取る，…を買う」

〇5 【解答】 ④

 【Point】 <257>finish doing，<304>put A away「Aをしまう」，<937>dish，<882>hurry up
「急ぐ」，<1149>miss，<707>it would be great if S would/could ...「もし…してい
ただければすばらしい［幸いです］」※ていねい表現（ここでは皮肉がこめられて
いる），<1106>be ready (to do)

〇6 【解答】 ②

 【Point】 <1014>energy，<1267>sleep，<703>Whatʼs the matter?，<1368>maybe

〇7 【解答】 ①

 【Point】 <911>guess what（=S） V，<917>hit，<865>hurt

〇8 【解答】 ③

 【Point】 <1067>open-air concert「野外コンサート」，<1347>wonderful，<1139>be lucky 
(that) S V，<1403>musician，<1010>series

〇9 【解答】 ③

 【Point】 <609/922>fill in a form，<1216>follow oneʼs directions「（人の）説明に従う」

〇10 【解答】 ②

 【Point】 <1224>secret，<823>Donʼt worry.「心配しないで」，<1301>keep oneʼs mouth 
shut「口を閉じておく→黙っておく〔秘密を守る〕」

〇11 【解答】 ②

 【Point】 <202>brain，<82>for oneself「自分で」，<1271>wake up A [A up]

 ■ 解　答
　　【Point】　 ＜番号＞は本誌の「単語番号」です。語句に「訳」がついているものは本誌に掲

載できなかった「イディオム」などです。ここで覚えてしまいましょう。

〇12 【解答】 ③

 【Point】 <862>approach ※ the bus approaching ...で「…に近づいているバス」，
<559>campus，<128>What do you think of A「Aをどう思いますか」，<1059>on 
the A side of B

〇13 【解答】 ①

 【Point】 <740>on the beach「浜辺で」，<763>especially，<416>such A as B，
<1327>beautiful，<610>for ages「長い間」，<818>dozens of ...「何十もの…」，
<762>probably，<259>canʼt be helped「仕方ない，やむをえない」，<507>popular，
<408>for example

〇14 【解答】 ③

 【Point】 <961>summer vacation「夏休み」，<500>cool off「涼しくなる，…を涼しく
する」，<535>it is easy (for S) to do，<109>make friends「友だちになる」，
<1467>friendly，<1456>easily

〇15 【解答】 ③

 【Point】 <1088>go to the movies「映画を見に行く〔映画館に行く〕」，<1105>Iʼm afraid (that) 
S V，<1368>maybe

〇16 【解答】 ②

 【Point】 <1100>be too busy to do「忙しくて…できない」，<761>instead

〇17 【解答】 ③  

 【Point】 <953>pick A up「A（人）を迎えに行く」，<1401>whenever you like「好きなときい
つでも」 ※ come by「（人の家に）立ち寄る」，come over「（人の家に）来る［行く］」，
<703>doesnʼt matter to A「A（人）にとって重要ではない［どちらでもよい］」

〇18 【解答】 （1）④　　（2）⑤　　（3）①

 【Point】 <94>get off work「仕事を終える，退社する」，<452>(for) a little while「ちょっと
の間」，<1102>be tired，<257>finish work「仕事を終える」

〇19 【解答】 ②

 【Point】 <255>enjoy oneself「楽しむ」，<178>show A around (B)「（B（場所）を）A（人）を
案内して回る」，<356>Have a good flight.「良い空の旅を」〔見送りのことば〕，
<134>take care of A  ※ Take care of yourself.「気をつけて，お大事に」〔あいさつ
の表現〕，<612>in any case「いずれにしても」，<1150>keep in touch (with)

〇20 【解答】 ①

 【Point】 <1183>on another line「別の電話で話し中で」，<1027>message

〇21 【解答】 ②

 【Point】 <1278>on the telephone「電話で」，<1183>Someone is on the other line.「別の電
話が入っている」，<268>call A back，<59>be/stay up late「遅くまで起きている」，
<823>worry about A，<952>check

〇22 【解答】 （1）⑤　　（2）②　　（3）①　　（4）④

 【Point】 <9>Could I ...?「…できますか」〔ていねいな依頼〕，<572>hold the line「電話を切
らずに待つ」，<213>see if/whether S V「…かどうか確かめる」，<1027>leave (A) 
a message，<261>expect A back「A（人）が戻ると思っている［戻ることになっ
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ている］」，<98>keep A doing「Aを…したままにする」，<1307>at the moment，
<1105>Iʼm afraid (that) S V，<268>Whoʼs calling.「どちら様ですか」

〇23 【解答】 ②

 【Point】 <1266>win，<51>more and more「ますます」，<1348>favorite，<1099>be 
interested in A

〇24 【解答】 ③

 【Point】 <222>want to do，<1153>(be) on TV「テレビに出る［放映される］」，<20>why not 
do?「…したらどう？，…しようよ」，<1260>straight，<300>realize (that) S V

〇25 【解答】 ②

 【Point】 <643>once，<566>use to do，<127>work for A，<431>supermarket，
<1065>around the corner「角を曲がった所に［の］」，<224>try to do，<190>ask A 
if/whether S V「A（人）に…かどうか聞く」，<81>not ... at all「まったく…ない」，
<1138>Thatʼs strange.「それは変だ」，<131>talk to A（※文は Aが It ... thatで強調
された形），<297>explain，<7>must have done

〇26 【解答】 （1）④　　（2）②　　（3）⑤　　（4）①　　（5）③

 【Point】 <259>Can I help you?「お手伝いしましょうか，いらっしゃいませ」，<190>ask 
for A「A（物・人）を求める［面会・呼び出しを求める］」，<97>look for，
<778>look like，<1149>miss A「A（人）に会いそこねる，見失う」，<911>guess，
<1346>pretty

〇27 【解答】 ③

 【Point】 <484>Whatʼs wrong?「どうかしたの［具合が悪いの］？」，<93>go out with A「A
と外出する」（※「Aとつきあう［デートする］」の意味もある），<218>start doing，
<11>wouldnʼt do「…しようとしなかった」，<915>mention （※ the first to doは「…
する［した］最初の人」），<1360>Oh, dear.「あら，まあ」〔驚き〕，<1348>favorite，
<12>should not have done

〇28 【解答】 ②

 【Point】 <159>oldest daughter「長女」，<601>Iʼm home.「ただいま」，<1110>be glad to 
do，<1309>weather，<1327>beautiful，<1373>go outside「外へ出る」

〇29 【解答】 ①

 【Point】 <864>get married，<189>give a party，<881>invite A (to B)，<297>explain，
<1305>have trouble with A「A（人・物）に問題がある」，<451>because of，
<73>get around to A/doing「（やっと）…できるようになる」 ※否定文では「…で
きないでいる」，<952>check oneʼs e-mail「Eメールをチェックする」，<1105>Iʼm 
afraid not.「残念ながら（できません）」

〇30 【解答】 （1）③　　（2）①　　（3）④　　（4）⑥　　（5）②

 【Point】 <21>How do you like A?「Aはどうですか」〔感想・好みなどをたずねる〕，<584>

〔句〕take oneʼs time，<1009>oneʼs style of A，<875>fail a class「（履修）科目を落
とす［落第する］」，<530>Iʼm sure (that) S V，<94>get back from A「Aから戻る」，
<566>used to，<921>compared to，<566>get used to，<410>〔句〕end up doing

〇31 【解答】 （1）②　　（2）⑦　　（3）⑥　　（4）④　　（5）⑤　　（6）⑧

 【Point】 <953>pick A up，<212>let me see「えーと」，<1102>be tired (from) doing，<44> 

〔句〕at least，<479>not that bad「それほど悪くない」（※〈not that 形容詞〉で
「それほど…でない」），<1251> Thatʼs fine.「それでいいです［大丈夫です］」，

<14>Weʼd better do

〇32 【解答】 （1）⑤　　（2）②　　（3）①　　（4）③　　（5）④

 【Point】 <1346>pretty，<1348>favorite，<1050>conversation，<213>see (that) S V，，
<1110>be glad (that) S V，<414>not do as much ... this year (as ... last year)「（昨
年の…と）同じほどには…していない」（※後の as ...が略されている）

〇33 【解答】 （1）②　　（2）⑧　　（3）⑤　　（4）④　　（5）①

 【Point】 <213>see what it sounds like「どんな音がするかを確かめる」，<1057>noise，
<1367>go ahead，<354>plane ticket「航空券」，<55>right now，<61>the best A 
Iʼve ever done「いままでに…した中で最高の A」，<15>Thatʼs what S V「それは（ま
さに）…である［する］ものだ」，<1394>inside　※What (do you think) is inside?「中
に何がある（と思いますか）」

〇34 【解答】 ③ - ② - ⑤ - ④ - ①

 【Point】 <270>be considered (to be) C，<875>fail to do，<1261>first round「1回戦［一次リー
グ］」，<1324>national team「ナショナルチーム〔国代表のチーム〕」，<1266>win　
※ the only national team to have played ...「…でプレーした唯一のナショナルチー
ム」〔不定詞が名詞を修飾する用法〕

〇35 【解答】 ② - ④ - ① - ③

 【Point】 <217>Would you like to do?「…しませんか」，<131>talk about what to do「何を
するかについて話し合う」，<961>summer vacation「夏休み」，<707>It might be 
great to do「…するのもよいかもしれない」〔控え目な提案〕，<63>there must be ，
<1099>be interested in A，<212>let A know「A（人）に知らせる」

〇36 【解答】 1

 【Point】 <1065>on the corner，<78>across A from B「Aを横切って Bの向こう側に」，
<1059>(be) on the same side as B「Bと同じ側に」，<483>right across A from B「A
を横切って Bの真向かいに」，<3011>police station「警察署」

〇37 【解答】 (a) ⑩　(b) ⑥　(c) ⑨　(d) ②　(e) ③　(f) ④　(g) ①　(h) ⑦　(i) ⑤　(j) ⑧

 【Point】 <1624>fed（＜ feed「…に与える」），<1679>topic「トピック，テーマ」，
<1017>project，<1108>look (kind of) angry「怒っているようだ」※ kind of「ちょっ
と」〔副詞〕，<579>〔句〕break up with A「A（恋人）と別れる」，<1346>pretty，
<1138>strange，<226>I know what you mean.「わかります，同感です」，
<1051>sound like fun「楽しそう［おもしろそうだ］」，<1458>certainly，<119>Be 
my guest.「いいですよ，どうぞ」，<1913>ignore「…を無視する」

〇38 【解答】 （1）①　　（2）②　　（3）③　　（4）⑦　　（5）⑥　　（6）④

 【Point】 <823>Donʼt worry「心配しないで，大丈夫だよ」，<1443>choice，<607>donʼt 
mind doing「…することがいやでない，…してもかまわない」，<135>walk 
down A「A（通りなど）を歩いて行く」，<101>turn right at A「Aで右に曲がる」，
<1065>corner，<1260>straight ahead「まっすぐ前の方に［へ］」，<318>shuttle bus
「シャトル［往復］バス」，<1371>anyway，<475>be new to A「A（場所など）に来た
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◎2 速読・即解―センター試験・リスニング問題
〇43 【解答】 ②

 【Point】 <1106>(Are you) Ready for A?「Aの準備はできている？」〔Are youを省略した言
い方〕，<952>check，<1309>weather，<1471>cloudy，<1469>rainy，<333>clear 
up「（天気が）よくなる」

〇44 【解答】 ③

 【Point】 <955>Excuse me.「すみません，失礼ですが」，<823>look worried「心配そうだ」，
<303>change buses，<1061>the top of A，

〇45 【解答】 ②

 【Point】 <1303>practice，<2127>court，<307>〔句〕set A up，<1105>Iʼm afraid (that) S V，
<58>the earliest「いちばん早いとき〔早くて〕」，<176>take A down「Aをはずす，
解体する」

〇46 【解答】 ①

 【Point】 <212>Letʼs see.「やって［みて］みましょう」，<953>pick-up point「集合場所」，
<67>〔句〕get on

〇47 【解答】 ①

 【Point】<268>This is A calling (from B)「こちらは（Bからお電話をしている）Aですが」，
<2669>travel agency「旅行代理店」，<3273>cancel「…をキャンセルする［中止す
る］」，<1396>except (that) S V，<1022>the rest of A，<22>that is, ...「つまり，す
なわち」〔補足〕，<212>let A know「A（人に）知らせる，教える」，<15>what you 
think「考えること［考え］」（※ whatは関係代名詞），<2811>originally「最初は」

〇48 【解答】 ④

 【Point】 <259>help with A「A（事）を手伝う」，<21>how about if S V「…するのはどうです
か，～しましょうか」，<2256>pour「…を注ぐ」，<1686>iced tea「アイスティー」，
<1228>cutting board「まな板」，<889>slice

〇49 【解答】 ④

 【Point】 <820>taste，<1140>funny，<866>serve，<1218>the best-before date「賞味期限」，
go on a date (with A)「（Aと）デートする，<12>should have done

〇50 【解答】 ②

 【Point】 <21>how is A going?「Aはどうですか〔進展・状況をたずねる〕」（※「あいさ
つ」にも使う），<1049>goal，<24>but，<1374>be behind「遅れて，負けて」，
<1266>win，<1799>current「現在の」，<2325>score「スコア」

〇51 【解答】 ③

 【Point】 <1009>style，<1007>size，<1105>Iʼm afraid (that) S V，<1259>bright，<711>the 
following「以下のもの」，<1536>prefer「…のほうを好む」

ばかり［新顔］である」，<723>〔句〕might as well do

〇39  【解答】 （1）④　　（2）③　　（3）②　　（4）③　　（5）④

 【Point】 <1323>international，<217>Iʼd like to do，<356>flight，<952>Let me check「確認
します」，<1098>full，<1013>space，<359>airline

〇40 【解答】 （1）④　　（2）②　　（3）②　　（4）③　　（5）①

 【Point】 <1478>exciting，<483>〔句〕right away，<81>at first「最初は」，<1305>have 
trouble with A「A（人・物）に問題がある」，<1463>healthy，<127>work on A「A（作
品）を制作する，A（課題など）に取り組む」，<225>stop doing，<1102>get tired
「疲れる」，<102>grow up in A「A（場所）で育つ」，<823>be worried about doing，

<530>be sure (that) S V，<127>work for A，<213>see you then!「じゃその時に」〔別
れのあいさつ〕，<2023>passage「（文章などの）一節」，

〇41 【解答】 （1）⑨　　（2）⑧　　（3）⑭　　（4）①　　（5）⑯　　（6）⑫　　（7）⑬　　（8）⑥

 【Point】 <346>on the way here「ここへ来る途中で」，<259>need help with A「A（事・
物）について手助けを必要とする」（※文は Aが whatになっている疑問文），
<140>agree to do，<176>it takes A（人） B（時間） to do，<911>guess (that) S V，
<1062>front door「玄関」，<2473>empty，<L7>unlucky「運の悪い」，<346>〔句〕
by the way，<259>help A (to) do，<2348>at the bottom of A，

〇42 【解答】 ［A］（1）③　（2）②　（3）①　　［B］⑤　　［C］②，⑤

 【Point】 <952>check what S V「何を…か確認する」，<545>so far，<250>decide to do，
<15,21>what/how about A/doing?「…は［…するのは］どうですか」，<104>that 
sounds good.「それはいいね」，<546>Iʼd rather do，<3196>homework 
(assignment)「宿題」，<414>as it is「そのままで［に］」，<909>wish (that) S had 
done，<7>must have done，in kimono「着物を着た」，<93>go with A「Aと合
う［マッチする］」，<95>come out (clear)「（写真が）（はっきりと）写っている」，
<250>decide where to do「どこに…するかを決める」，<2905>in the left column
「左側の欄」，<636>next to A，<1855>good balance「よいバランス」，<778>it 
looks like S V，<410>at the end of A，<1742>tunnel，<778>what A looks like?，
<1144>wear，<1050>conversation
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 【Point】 <1329>clean，<870>sing（※ singing ...で「…を歌いながら」〔分詞構文〕），
<1348>favorite，<1068>song

〇67 【解答】 Many Japanese students are patient enough to wait in line

 【Point】 <1103>be patient enough to do「…するのに十分に忍耐強い→忍耐強いので…す
る」，<1183>wait in line「列に並んで待つ」，<1067>concert，<354>ticket

〇68 【解答】 that he failed to notice

 【Point】 <1234>captain，<415/1100>so busy doing ... that S V，<875>fail to do，
<907>notice，<1328>huge，<1688>rock（※ rockの後に関係代名詞を補って考え
る），<862>approach 

〇69 【解答】 nearly 4,000 meters from one end to the other

 【Point】 <1364>exactly，<1457>nearly，<83>from A to B，<410>one end / the other (end)

〇70 【解答】 very good of you to offer me a ride

 【Point】 <478>Itʼs good of you to do「…するとは親切である」，<828>offer A a ride「Aを
車で送ることを申し出る」

〇71 【解答】 [take the opportunity to step]  [think about life in general]

 【Point】 <1016>take the opportunity to do「…する機会をとらえる」，<1190>step back「後
ろへ下がる［少し離れる］」，<584>give A time to do「Aに…する時間を与える」，
<1325>〔句〕in general

〇72 【解答】 [economic relationship between the two countries],  [as strong as it should be]

 【Point】 <1326>economic，<1006>relationship，<414>not as strong as it should be「そう
あるべきほどには強くない」

〇73 【解答】 flat until Magellan proved it

 【Point】 <1264>flat，<871>prove A to be C，<1261>round

〇74 【解答】 a wonderful opportunity for our students to meet

 【Point】 <1347>wonderful，<1016>an opportunity (for A) to do「（Aが）…する機会」，
<1232>foreign

〇75 【解答】 seated with your arm resting on a table

 【Point】 <1055>blood，<1053>pressure，<1018>measure，<2298>be seated「座る」，
<1022>with your arm resting on A「腕を Aの上に載せて」※ with A doingで「A
を…した状態で」を表す〔付帯状況〕，rest on Aは「Aの上に載っている」

〇76 【解答】 find whatever facts they need

 【Point】 <181>teach A to do「Aに…すること［…のやり方］を教える」，<371>reason well 
「よく考える」，<1400>whatever facts「どのような事実でも」，<1376>throughout，

<1022>rest

〇77 【解答】 was such nice weather that

 【Point】 <1133>nice，<1470>sunny，<416>such 形＋ A (that) S V，<1309>weather

〇78 【解答】 like to discuss it over

 【Point】 <1017>project，<924>discuss A over B「Bしながら Aを話し合う」

◎3 語順整序・適語選択・適語挿入
〇52 【解答】 am dreaming of studying abroad

 【Point】 <1020>dream of doing，<1366>study abroad「留学する〔外国で学ぶ〕」，<411>in 
the future

〇53 【解答】 to head in the direction of

 【Point】 <219>begin to do，<1141>head，<1216>in the direction of A，<1020>dream

〇54 【解答】 judge a book by its cover

 【Point】 <925>judge，<923>cover

〇55 【解答】 wind has almost stopped blowing

 【Point】 <1633>wind，<225>stop doing，<1178>blow，<754>almostの位置に注意。

〇56 【解答】 cannot be careful enough

 【Point】 <47>cannot [canʼt] ～ enough「～過ぎることはない」，<1107>careful，<1366>go 
abroad

〇57 【解答】 drew a picture on the other

 【Point】 <1023>note，<1059>on one side ... on the other (side)，<868>draw

〇58 【解答】 enough knowledge of history to work

 【Point】 <1002>have knowledge of A，<1866>history，<127>work as A「A（職業）として
働く［をする］」，<958>guide

〇59 【解答】 help mom and dad keep an eye on their kids

 【Point】 <1382>Web camera「ウェブカメラ」，<259>help A (to) do，<196>〔句〕keep an 
eye on A

〇60 【解答】 do you think will win

 【Point】 <1266>win，<1223>the final match「決勝戦」 ※ do you thinkは「間接疑問」

〇61 【解答】 with her mouth wide open

 【Point】 <688>baseball，<2151>player，<1332>with A wide open「Aを幅広く［大きく］開
けて」〔※付帯状況〕

〇62 【解答】 filled the box with

 【Point】 <922>fill A with B，<1348>favorite，<1594>toy

〇63 【解答】 is busy preparing for her journey

 【Point】 <1100>be busy doing，<876>prepare for A，<351>journey

〇64 【解答】 I found my cat lying under the table in the kitchen.

 【Point】 <184>find A doing，<1147>lying（＜ lie） ※ lie（自動詞）と <919>lay（他動詞）の区
別に注意。活用形（lie - lay - lain, lying）（lay - laid - laid, laying）は入試頻出。

〇65 【解答】 dangerous cases where police officers need to be armed

 【Point】 <1135>dangerous，<19>where（※関係副詞，先行詞は case），<3010>police 
officer，<206>be armed「武装する」

〇66 【解答】 is cleaning all around the house singing her favorite
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 【Point】 <21>how come S V ?「なぜ［どうして］…」，<97/1102>look (so) tired，
<103>stay up all night「一晩じゅう寝ないでいる［徹夜する］」，<876>prepare for 
A （※ preparingは分詞構文）

〇93 【解答】 ④

 【Point】 <101>〔句〕turn A down，<1170>attack，<880>refuse，<304>〔句〕put A off

〇94 【解答】 ③

 【Point】 <1187>figure out，<868>draw，<295>understand，<1171>count

〇95 【解答】 ①

 【Point】 <1143>it occurs to A that S V，<1312>opinion，<1186>issue

〇96 【解答】 ③

 【Point】 <862>approach，<97>〔句〕look up to，<95>come up to A「Aに近づく」

〇97 【解答】 ②

 【Point】 <833>vote，<1375>above，<1397>below，<1399>beside，<1396>except

〇98 【解答】 ②

 【Point】 <1097>serious，<1062>in front of A，<1058>joke，<908>imagine

〇99 【解答】 cover

 【Point】 <923>cover，<727>land

〇100  【解答】 with/to

 【Point】 <921>compare A with B（※ toも可）

〇101  【解答】 ④

 【Point】 <924>discuss ... over A「Aを［食べ・飲み］ながら…を話し合う」，<1350>political，
<1186>issue

〇102  【解答】 ②

 【Point】 <1144>wear，<1134>expensive，<1457>nearly，<620>cost

〇103 【解答】 ③

 【Point】 <1212>shape，<1375>from above「上方から」，<1477>interesting，
<1099>interested （※見る位置で形（shape）が「決まる」「決められる」（decide）と
いうことはない）

〇104 【解答】 ②

 【Point】 <1089>film，<1477>interesting，<1099>be interested in，<1180>interest

〇105 【解答】 ④

 【Point】 <1348>favorite，<823>worry，<1305>be in trouble

〇106 【解答】 ②

 【Point】 <415>so (that) S V「…するために」，<1281>mail，<914>introduce A to B，
<878>demand，<926>design

〇107 【解答】 ③

 【Point】 <1347>wonderful，<1370>suddenly，<1143>occur to A「（考えなどが）Aの心に浮

〇79 【解答】 are not supposed to park 

 【Point】 <910>be supposed to do （※否定は「…してはいけない（ことになっている）〔禁
止〕」の意味），<1268>park，<1257>private，<428>parking lot「駐車場」

〇80 【解答】 ask my brother to give me a ride to

 【Point】 <1368>maybe，<190>ask A to do，<828>give A a ride

〇81 【解答】 [the engine had been making strange noises],  [take better care of my car from 
now on]

 【Point】 <1336>engine，<1057>make (a) noise，<1138>strange，<2272>manager，
<952>check，<1821>fix「…を修理する」，<134>take (better) care of A，<55>from 
now on「今後は」

〇82 【解答】 laugh

 【Point】 <211>make A do，<829>laugh，<306>to the point of doing「…するほど」，
<832>cry

〇83 【解答】 married 

 【Point】 <864>marry A（＝ get married to A），<3053>nurse

〇84 【解答】 visiting

 【Point】 <1029/429>art museum「美術館」，<1398>be worth doing，<1031>painting

〇85 【解答】 was lying

 【Point】 <1147>lie，<599>on oneʼs back「あおむけに」，<1267>sleep（※ sleeping は分詞
構文），<834>enter

〇86 【解答】 washing

 【Point】 <257>finish doing，<1273>wash，<937>dish，<427>park

〇87 【解答】 joining

 【Point】 <251>plan on doing，<861>join，<834>enter

〇88 【解答】 to join

 【Point】 <266>spend A doing，<881>invite A to do，<595>freshman「１年生」，<861>join

〇89 【解答】 is called

 【Point】 <1188>field，<19>where以下は fieldを説明する関係詞節，<1217>model，
<1334>technology，<1439>product，Biomimetics「バイオミメティック（生体模
倣科学）」

〇90 【解答】 kicking, called

 【Point】 <1302>kick，<80>go back，<912>beyond the limits of A「Aの限界を超えて」，
<1025>recorded history「記録された歴史［有史］」

〇91 【解答】 A: telling　　B: watch

 【Point】 <956>borrow，<177>tell A about B （※ speak to A about B 〔toが必要〕），
<879>promise，<215>watch「（TV・DVDなど）を見る」，<192>bring A back「A
を持って帰る［返す］」

〇92 【解答】 A: look　　B: preparing
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録にある［観測史上］」，<101>〔句〕turn out (to be A)，〔句〕turn up，〔句〕turn 
in，〔句〕turn down

〇122 【解答】 ④

 【Point】 <856>summer，<961>vacation，<1109>excited，<1059>side，<1065>(just) around 
the corner「〔時間・場所について〕すぐ近く［もうすぐ］で」

〇123 【解答】 ②

 【Point】 <2142>team，<1455>to tell (you) the truth「実を言うと」，<1149>miss，<415>so ... 
(that) S V，<1303>practice，<698>〔句〕carry out，<1302>kick A out「A（人）を
追い出す」，<211>〔句〕make A out，<182>send A out「A（物・人）を送る〔発送する，
派遣する〕」

〇124 【解答】 ③ 

 【Point】 <1146>contain，<1026>mistake，<1398>worth，<448>if only「…でありさえすれば」，
<451>just because ..., it doesnʼt ...「…だからといって…ではない」

かぶ」（＝ hit/strike A），<917>hit，<920>strike

〇108 【解答】 plane [air，airplane]

 【Point】 <827>fly，<310/311/1185>go by plane/airplane/air

〇109 【解答】 ③

 【Point】 <916>waste，<1107>careful，<266>spend

〇110 【解答】 ③

 【Point】 <1188>field，<922>fill A with B，<1327>beautiful，<770>flower，<16>who ※修
辞疑問（反語）

〇111 【解答】 ④

 【Point】 <1638>cloud，<1356>thin，<1632>sky，<1631>rain，<1252>heavy，<1255>dark，
<1185>air，<2403>temperature「温度」，<1309>weather

〇112 【解答】 ②

 【Point】 <1021>education，<1511>the key to success「成功のかぎ［秘訣］」，<1511>key 
industries「かぎとなる［基幹］産業」，<1357>chief，※ Nationalization「国有化」

〇113 【解答】 ③

 【Point】 <1022>take a rest，<1022>the rest of A （※ take a day offは「一日休暇をとる」。
a dayを the rest of the dayにすると「一日の残りを休む」→「早退する」の意味に
なる），<961>vacation，<963>holiday

〇114 【解答】 set

 【Point】 <1453>shopping，<937>dish，<1218>date，<120>couple，<136>wait for A to do，
<307>a set of A「Aのセット（一そろい）」，set a date for A，

〇115 【解答】 fan

 【Point】 <2143>a big/huge fan of A「Aの大ファン」，<1157>fan，<1101>useful

〇116 【解答】 of

 【Point】 <2143>fan，<1373>outside，<253>in the hope of A「Aを望んで［期待して］」，
<1222>〔句〕catch sight of A，<1088>movie star「映画スター」

〇117 【解答】 ②

 【Point】 <824>be born in A，<1020>dream，<129>live a happy life「幸せな暮らしを送る」，
<831>smile （※①④も状況によっては成立する）

〇118 【解答】 ④

 【Point】 <825>fight，<1220>fire，<1171>count，<882>hurry，<569>lose no time in doing「即
座に［直ちに］…する」

〇119 【解答】 jumped to his feet from

 【Point】 <1299>jump to oneʼs feet「急に立ち上がる」

〇120 【解答】 in

 【Point】 <861>join，<1171>count A in「A（人）を数［仲間］に入れる」，<1149>miss

〇121 【解答】 out

 【Point】 <1309>weather，<1635>storm，<1100>busy，<855>season，<1025>on record「記 Ⓒ KAGENSHA


