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「よい考えのように思える」 
 (It) （s　　 ）（l　　 ） a good idea.

「とても楽しんだようだね」 
 It （s　　 ）（l　　 ） you had a lot of fun.

○105
「ずっと親友でいる」 （r　　 ） a good friend
「言うべきことが残っている」 
 （r　　 ）〔　〕 be told

○106
「安全なように見える［思える］」 
 （a　　 ） (〔　〕 be) safe

「（私には）彼女が正しいように見える」 
 It （a　　 ） (〔　〕 me) （t　　 ） she is right.

「（人が）玄関に現れる」 （a　　 ）〔　〕 the door

◆2

○127
「ガソリンスタンドで働く」 
 （w　　 ）〔　〕 a gas station

「ＡＢＣ銀行で働く［に勤める］」 
 （w　　 ）〔　〕 ABC Bank

「この制度はうまく働かない［機能しない］」 
 This system （d　　 ） （w　　 ） well.

○128
「将来のことを［について］考える」 
 （t　　 ）〔　〕 the future

「車を買うことを考える」 
 （t　　 ）〔　〕 buying a car

「あなたは正しいと思います」 
 I （t　　 ） you are right.

○129
「いなかに住む」 （l　　 ）〔　〕 the country
「100歳まで生きる」 （l　　 ）〔　〕 be a hundred

○130
「10％増える」 （i　　 ）〔　〕 10 percent
「価格を８％上げる」 
 （i　　 ） the prices 〔　〕 8 percent

○131
「少しお話しできますか」 
 Can I （t　　 ）〔　〕 you for a minute?

「家族について話す」 （t　　 ）〔　〕 my family

○132
「ジョーンと話せますか［をお願いします］」 
 Can I （s　　 ）〔　〕 Joan, please?

「（自分）の学校について話す」 
 （s　　 ）〔　〕 my school

○133
「彼に何が起きたのだろう［どうしたのだろう］?」 
 What （h　　 ）〔　〕 him ?

「彼女に偶然会う」 （h　　 ）〔　〕 meet her

○134
「環境に関心を払う」 
 （c　　 ）〔　〕 the environment

「親の世話をする［面倒を見る］」 
 take （c　　 ）〔　〕 my parents

○135
「学校へ歩いて行く」 （w　　 ）〔　〕 school
「彼女を駅まで（徒歩で）送って行く」 
 （w　　 ） her 〔　〕 the station

○136
「彼が到着するのを待つ」 
 （w　　 ）〔　〕 him 〔　〕 arrive

「クリスマスが待ちきれない［待ち遠しい］」 
 can’ t （w　　 ）〔　〕 Christmas

○137
「煙が山から立ち昇っている」 
 Smoke is （r　　 ）〔　〕 the mountain.

「太陽は東から［に］昇る」 
 The sun （r　　 ）〔　〕 the east.

「コストは100ドルから200ドルに増加した」 
 The cost （r　　 ）〔　〕 $100 〔　〕 $200.

○138
「カナダへ［から］戻る」 
 （r　　 ）〔　〕/〔　〕 Canada

「図書館に本を返す」 
 （r　　 ） books 〔　〕 the library

○139
「６時に着いた」 （a　　 ）〔　〕 6 o’clock
「ロンドンに着いた」 （a　　 ）〔　〕 London

○140
「あなた［の考え］に賛同する」 
 （a　　 ）〔　〕 you / your idea

■1 語法で覚える ― 動詞
◆1

○93
「学校に行く」 （g　　 ）〔　〕 school
「買い物をしに行く」 （g　　 ） shopping
「悪くなる［腐る］」 （g　　 ） bad

○94
「チケットを手に入れる」 （g　　 ） a ticket
「駅に着く」 （g　　 ）〔　〕 the station
「寒く［冷たく］なる」 （g　　 ） cold
「ドアを開いた状態にする［開ける］」 
 （g　　 ） the door open

「彼を来させる」 （　　 ） him 〔　〕 come

○95
「あなたのオフィスへ行く」 
 （c　　 ）〔　〕 your office

「（私に）会いに来る」  （c　　 ）〔　〕 see me
「イタリア出身である」 （c　　 ）〔　〕 Italy
「（夢などが）本当になる［実現する］」 
 （c　　 ） true

○96
「幸せになる」 （b　　 ） happy
「彼はどうなったのだろう」 
 （W　　 ） has （b　　 ）〔　〕 him?

○97
「これを見て！」 （l　　 ）〔　〕 this!
「仕事［職］を探す」 （l　　 ）〔　〕 a job
「幸せそうだ［に見える］」 （l　　 ） happy

○98
「席を取っておく」 （k　　 ） a seat
「働き続ける」 （k　　 ） working
「静かにしている［黙っている］」 （k　　 ） quiet
「部屋を清潔にしておく」 
 （k　　 ） a room clean

○99
「幸せだと感じる［思う］」 （f　　 ） happy
「（私の）肩に手が触れるのを感じる」 
 （f　　 ） a hand 〔　〕 my shoulder

「だれかが見ているのを感じる」 
 （f　　 ） someone watching me

「私は幸せだと感じる［思う］」 
 （f　　 ）（t　　 ） I am happy.

○100
「病気のようだ」 （s　　 ） (〔　〕 be) sick
「よい考えのように思える」 
 （s　　 ）（l　　 ） a good idea

「私には彼が正しいように思える」 
 It （s　　 ）〔　〕 me （t　　 ） he is right.

○101
「右［左］に曲がる」 （t　　 ）〔　〕 the right/left
「彼女は顔を向けた［ふり向いた］」 
 She （t　　 ） her head.

「赤くなる」 （t　　 ） red
「あなたが食事を作る番だ」 
 It’s your （t　　 ）〔　〕 cook dinner.

○102
「背が高くなる［成長する］」 （g　　 ） tall
「小さな町で育った」 
 （g　　 ）〔　〕 in a small town

「花を育てる［栽培する］」 （g　　 ） flowers

○103
「ホテルに滞在［宿泊］する」  （s　　 ）〔　〕 a hotel
「ベッドにとどまる［寝ている］」 
 （s　　 ）〔　〕 bed

「若いままでいる［若さを保つ］」 
 （s　　 ） young

○104
「おもしろそうだね」 
 (That) （s　　 ） interesting.

 ワークシート　1-1
　※  （　　 ）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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「彼にどのようにするか［やり方］を教える」 
 （s　　 ） him （h　　 ）〔　〕 do it

「その研究は地球が温暖化していることを示している」 
  The study （s　　 ）the Earth is getting 

warmer.

○179
「彼に本を手渡す」 （h　　 ） him a book
「その本をメアリーに手渡す」 
 （h　　 ） the book 〔　〕 Mary

「レポートを提出する」 （h　　 ）〔　〕 a report

○180
「彼に飲み物を出す［すすめる］」 
 （o　　 ） him a drink

「飲み物をビリーに出す［すすめる］」 
 （o　　 ） a drink 〔　〕 Billy

「彼らを手伝うと申し出る」 
 （o　　 ）〔　〕 help them

○181
「生徒に英語を教える」 
 （t　　 ） students English

「英語を生徒に教える」 
 （t　　 ） English 〔　〕 students

「生徒に泳ぎ方を教える」 
 （t　　 ） students （h　　 ）〔　〕 swim

○182
「彼女にＥメールを送る」 
 （s　　 ） her an E-mail

「Ｅメールを母親に送る」 
 （s　　 ） an E-mail 〔　〕 my mother

「子どもを大学に行かせる」 
 （s　　 ） my child 〔　〕 college

「手助けするためにだれかを行かせる」 
 （s　　 ） someone 〔　〕 help you

○183
「彼女に車を売る」 （s　　 ） her my car
「車を友だちに売る」 
 （s　　 ） my car 〔　〕 a friend

「古い車を500ドルで売る」 
 （s　　 ） my old car 〔　〕 $500

「よく売れる」 （s　　 ） well

○184
「彼に仕事を見つける」 （f　　 ） him a job
「仕事を（彼の）息子のために見つける」 
 （f　　 ） a job 〔　〕 his son

「彼がベッドに座っているのに気づく」 
 （f　　 ） him sitting 〔　〕 his bed

「彼がとても親切だとわかる」 
 （f　　 ） him 〔　〕 be very kind

「彼がとても親切であることがわかった」 
 I （f　　 ）（t　　 ） he was very kind.

「その質問に答えるのが難しいとわかった」 
  I （f　　 ）〔　〕 difficult 〔　〕 answer the 

question.

○185
「あなた（のため）に部屋を予約する」 
 （b　　 ） you a room

「部屋をあなたのために予約する」 
 （b　　 ） a room 〔　〕 you

○186
「彼女のためにケーキを注文する」 
 （o　　 ） her a cake

「ケーキを娘のために注文する」 
 （o　　 ） a cake 〔　〕 my daughter

「本をオンラインストアに注文する」 
 （o　　 ） a book 〔　〕 an online store

「彼にその場所から立ち去るよう命じる」 
 （o　　 ） him 〔　〕 leave the place

○187
「家族に家を買う［買ってあげる］」 
 （b　　 ） my family a house

「家を家族のために買う」 
 （b　　 ） a house 〔　〕 my family

「家を50,000ドルで買う」 
 （b　　 ） a house 〔　〕 $50,000

○188
「家族に新しい家を建てる［建ててあげる］」 
 （b　　 ） my family a new house

「新しい家を家族のために建てる」 
 （b　　 ） a new house 〔　〕 my family

「その家は石で造られている」 
 The house is （b　　 ）〔　〕 stone.

「あなたの計画に同意する」 
 （a　　 ）〔　〕 your plan

「来週会うことに同意した」 
 （a　　 ）〔　〕 meet next week

「牛乳は私の体に合わない」 
 Milk does not （a　　 ）〔　〕 me.

○141
「がんで死ぬ」 （d　　 ）〔　〕 cancer
「冷たい飲み物が欲しくてたまらない」 
 be （d　　 ）〔　〕 a cold drink

「彼女に会いたくてたまらない」 
 be （d　　 ）〔　〕 see her

◆3

○142
「本［地図］を読む［読み取る］」 
 （r　　 ） a book/map

「アインシュタインの生涯について読む」 
 （r　　 ）〔　〕 the life 〔　〕 Einstein

○143
「レポートを書く」 （w　　 ） a report
「あなたの夢について書きなさい」 
 （w　　 ）〔　〕 your dreams.

「母親に手紙を書く」 
 （w　　 ）〔　〕 my mother

○144
「読解力を発達させる［伸ばす］」 
 （d　　 ） reading skills

「大企業に発展する」 
 （d　　 ）〔　〕 a big company

「新しいコンピュータを開発する」 
 （d　　 ） a new computer

○145
「東京に着く」 （r　　 ） Tokyo
「時速250キロに達する」 
 （r　　 ） a speed 〔　〕 250 km/ph

「グラスに手を伸ばす」   （r　　 ）〔　〕 my glass
「（私の）手の届く所に」 〔　〕 my （r　　 ）

○146
「あとについて来てください」 
 （f　　 ） me, please.

「会議のあとに食事が続いた」 
 The meeting was （f　　 ）〔　〕 lunch.

「医者の指示に従う」 
 （f　　 ） doctor’s orders

○147
「金を受け取る」 （r　　 ） the money
「彼から手紙を受け取る」 
 （r　　 ） a letter 〔　〕 him

「大学教育を受ける」 
 （r　　 ） a college education

○148
「車を運転する」 （d　　 ） a car
「彼女を駅まで（車で）送る」 
 （d　　 ） her 〔　〕 the station

◆4

○176
「ジェーンにコーヒーを持って行く」 
 （t　　 ） Jane a cup 〔　〕 coffee

「コーヒーをジェーンに持って行く」 
 （t　　 ） a cup 〔　〕 coffee 〔　〕 Jane

「ジェーンを公園に連れて行く」 
 （t　　 ） Jane 〔　〕 a park

「散歩をする」 （t　　 ） a （w　　 ）
「（本などが）彼が読むのに20分かかる」 
 （t　　 ） him 20 minutes 〔　〕 read

○177
「私に電話番号を言う［教える］」 
 （t　　 ） me your phone number

「電話番号をピーターに言う」 
 （t　　 ） your phone number 〔　〕 Peter

「私に旅行について話す」 
 （t　　 ） me 〔　〕 your trip

「彼に来るように伝える［命じる］」 
 （t　　 ） him 〔　〕 come

「彼に電話をしたことを伝えてください」 
 Please （t　　 ） him （t　　 ） I called.

○178
「彼にその絵を見せる」 
 （s　　 ） him the picture

「その絵をジムに見せる」 
 （s　　 ） the picture〔　〕 Jim
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「人々が通り過ぎるのを見ている」 
 （w　　 ） people passing by

「足元に気をつける」 （w　　 ） your step

○216
「音楽を聴く［耳を傾ける］」 （l　　 ）〔　〕 music
「私の言うことを聞きなさい」 （l　　 ）〔　〕 me.
「鳥がさえずるのを（意識して）聞く」 
 （l　　 ）〔　〕 birds sing

◆6
①

○217
「映画を見るのが好きである」 
 （l　　 ） watching/〔　〕 watch movies

「紅茶が欲しいのですが［をください］」 
 I’d （l　　 ） a (cup of) tea.

「注文したいのですが」 
 I’d （l　　 ）〔　〕 order, please.

○218
「泣き始める」 （s　　 ）〔　〕 cry/crying
「授業をテストで始める」 
 （s　　 ） the lesson 〔　〕 a test

「大阪へ向け東京を出発する」 
 （s　　 ）〔　〕 Tokyo 〔　〕 Osaka

○219
「踊り始める」 （b　　 ）〔　〕 dance /dancing
「簡単な質問から始める」 
 （b　　 ）〔　〕 a simple question

○220
「話し続ける」 （c　　 ）〔　〕 talk /talking
「長い時間続く」 （c　　 ）〔　〕 a long time

○221
「ママ， 愛してるよ」 I （l　　 ） you, Mom.
「スキー（に行くのが）大好きである」 
 （l　　 ）〔　〕 go /going skiing
②

○222
「車が欲しい」 （w　　 ） a car
「家に帰りたい」 （w　　 ）〔　〕 go home
「洗う必要がある」 （w　　 ） washing

○223
「変わる必要がある」 （n　　 ）〔　〕 change
「洗う必要がある」 （n　　 ） washing

○224
「それを食べようと試みる」 （t　　 ）〔　〕 eat it
「それを（試しに）食べてみる」 （t　　 ）eating it

○225
「テレビを見るのをやめる」 
 （s　　 ） watching TV

「テレビを見るために立ち止まる」 
 （s　　 ）〔　〕 watch TV

○226
「“can” はあなたが何かをすることができるというこ
とを意味する」 
  The word “can” （m　　 ） you are able to 

do something.
「それはすべてを受け入れることを意味する」 
 That （m　　 ） accepting everything.

「それを言うつもりはなかった」 
 I didn’ t （m　　 ）〔　〕 say it.

○227
「彼女にパーティーで会ったことを覚えている［思い出す］」 
 I （r　　 ） I met her at the party.

「彼女にパーティーで会ったことを覚えている」 
 （r　　 ） meeting her at the party

「彼女に５時に会うことを忘れない（でいる）」 
 （r　　 ）〔　〕 meet her at five

○228
「彼女はパーティーで私に会ったことを忘れていた」 
 She （f　　 ） she met me at the party.

「あなたに会ったことを決して忘れません」 
 I will never （f　　 ） seeing you.

「手紙を書くのを忘れないでね」 
 （D　　 ）（f　　 ）〔　〕 write (to me).
③

○249
「英語を学ぶ［習得する］」 （l　　 ） English
「英語を話すことを学ぶ［習得する］」 
 （l　　 ）〔　〕 speak English

「英国の文化について学ぶ［知る］」 
 （l　　 ）〔　〕 English culture

「事業［会社］を築き上げる」 
 （b　　 ）〔　〕 his business

○189
「母親に誕生日プレゼントをあげる」 
 （g　　 ） my mother a birthday present

「誕生日プレゼントを母親にあげる」 
 （g　　 ） a birthday present 〔　〕 my mother

「誕生日パーティーを母親のために開く」 
 （g　　 ） a birthday party 〔　〕 my mother

○190
「彼女に質問をする」 （a　　 ） her a question
「彼女に家族について尋ねる」 
 （a　　 ） her 〔　〕 her family

「彼女に手助けを頼む［求める］」 
 （a　　 ） her 〔　〕 her help

「彼女に一緒に来る［行く］ように誘う」 
 （a　　 ） her 〔　〕 come with me

○191
「私たちに多くの問題を引き起こす［もたらす］」 
 （c　　 ） us a lot 〔　〕 trouble

「問題をすべての人に引き起こす［もたらす］」 
 （c　　 ） problems 〔　〕 everyone

「何があなたに考えを変えさせたの？」 
  （W　　 ）（c　　 ）you 〔　〕 change your 

mind?

○192
「あなたに新聞を持って来る［行く］」 
 （b　　 ） you a newspaper

「新聞をあなたに持って来る［行く］」 
 （b　　 ） a newspaper 〔　〕 you

「友だちをパーティーに連れて来る［行く］」 
 （b　　 ） a friend 〔　〕 the party

○193
「１万ドルを新車（の代金）に支払う」 
 （p　　 ） $10,000 〔　〕 my new car

◆5

○210
「英語の授業がある」 
 （h　　 ） an English class

「兄弟［姉妹］が（１人）いる」 
 （h　　 ） a brother/sister

「朝食［昼食・夕食］を食べる」 
 （h　　 ） breakfast/lunch/dinner

「（彼女の）目を閉じている」 
 （h　　 ） her eyes closed

「彼に（あなたに）電話させる」 
 （h　　 ） him call you

「彼を待たせておく」 （h　　 ） him waiting
「目を検査してもらう」 
 （h　　 ） my eyes tested

○211
「ジェーンにケーキを作る［作ってやる］」 
 （m　　 ） Jane a cake

「ケーキをジェーンのために作る」 
 （m　　 ） a cake 〔　〕 Jane

「彼女を幸せにする」 （m　　 ） her happy
「犬を座らせる」 （m　　 ） a dog sit

○212
「散歩に行こう」 （L　　 ） go 〔　〕 a walk.
「彼を行かせる」 （l　　 ） him go
「犬を外に行かせる［出す］」 
 （l　　 ） the dog 〔　〕 

○213
「バスが見える」 can （s　　 ） a bus
「バスが来るのを見る」 （s　　 ） a bus coming
「車が木に衝突するのを見る」 
 （s　　 ） the car hit the tree

「あなたがうまくやっているとわかってうれしいです」 
 I’m happy 〔　〕（s　　 ） you are doing well.

「またお会いできてうれしいです」 
 Nice 〔　〕（s　　 ） you again.

○214
「変な音が聞こえる」 （h　　 ） a strange sound
「だれかが叫んでいるのを聞く」 
 （h　　 ） someone calling

「ジムのことを聞く［耳にする］」 
 （h　　 ）〔　〕 Jim

「ジムが病気だということを聞いた［耳にした］」 
 I （h　　 ）（t　　 ） Jim is sick.

○215
「テレビを見る」 （w　　 ） television
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○266
「大金を衣服に使う」 
 （s　　 ） a lot of money 〔　〕 clothes

「多くの時間をテレビを見るのに使う［費やす］」 
 （s　　 ） a lot of time watching television

○267
「天気次第である」 （d　　 ）〔　〕 the weather
「ほかの国に石油を頼る［依存する］」 
 （d　　 ）〔　〕 other countries 〔　〕 oil

「彼が手助けしてくれるのを当てにする」 
 （d　　 ）〔　〕 him 〔　〕 help us

◆7

○268
「ジーンの名前を呼ぶ」 （c　　 ） Jean’s name
「赤ちゃんをジーンと呼ぶ［名づける］」 
 （c　　 ） the baby Jean

「警察を呼ぶ」  （c　　 ） the police
「あなたにあとで電話する」 （c　　 ） you later

○269
「東京を発ってロンドンに向かう」 
 （l　　 ） Tokyo 〔　〕 London

「傘を置いて行く［置き忘れる］」 
 （l　　 ） an umbrella behind

「すべてをあなたに任せる［ゆだねる］」 
 （l　　 ） everything 〔　〕 you

「テレビをつけたままにする」 
 （l　　 ） the TV 〔　〕

○270
「彼女に手紙を書くことを考える」 
 （c　　 ） writing to her

「これを最善の本と思う［みなす］」 
 （c　　 ） this 〔　〕 be the best book

◆8

○291
「ジーンを知っている」   （k　　 ） Jean 
「ジーンのことを知っている」  （k　　 ）〔　〕 Jean
「ジーンがジョージを好きだということを知っている」 
 （k　　 ）（t　　 ） Jean loves George

○292
「さよなら［別れの言葉］を言う」 
 （s　　 ） goodbye

「『おはよう』と彼女に言う」 
 （s　　 ） “Good morning” 〔　〕 her

「彼女はジョージを愛していると言った」 
 She （s　　 ） she loves George.

「新聞に今年の夏は暑くなるだろうと書いてある」 
  The newspaper （s　　 ） this summer will 

be hot.

○293
「英語を勉強する」  （s　　 ） English
「動物を研究［調査］する」 （s　　 ） animals
「彼らがどのように生活しているかを研究［調査］する」 
 （s　　 ）（h　　 ） they live

○294
「あなた（の言うこと）を信じる」 （b　　 ） you
「あなたが正しいということを信じる」 
 （b　　 ）（t　　 ） you are right

「あなた（が正しいということ）を信じる」 
 （b　　 ）〔　〕 you

○295
「彼［彼の言葉］を理解する」 
 （u　　 ） him / his words

「彼が何を言っているのかを理解する」 
 （u　　 ）（w　　 ） he is saying

「彼が忙しいということを理解している」 
 （u　　 ）（t　　 ） he is busy

○296
「彼女［彼女の質問］に答える」 
 （a　　 ） her / her question

「知らないと答える」 
 （a　　 ）（t　　 ） I don’ t know

「電話に応答する［出る］」 （a　　 ） a call
「彼女の質問への答え［返事］」 
 an （a　　 ）〔　〕 her question

○297
「理由を私に説明する」 
 （e　　 ） the reason 〔　〕 me

「（私に）なぜ（彼女が）それをやったか説明する」 
 （e　　 ）〔　〕 me （w　　 ） she did it

「英語はやさしくないということを知る」 
 （l　　 ）（t　　 ） English is not easy

○250
「先生になることを決める［決心する］」 
 （d　　 ）〔　〕 become a teacher

「先生になると決める［決心する］」 
 （d　　 ）（t　　 ） I will become a teacher

「仕事を選ぶ［決める］」 （d　　 ）〔　〕 a job

○251
「英国で勉強する予定［つもり］である」 
 （p　　 ）〔　〕 study in the UK

「２年間滞在する予定である」 
 （p　　 ）〔　〕 staying for two years

「私の将来の予定［計画］」 
 my （p　　 ）〔　〕 the future

○252
「世界史を学ぶことを選ぶ［選択する］」 
 （c　　 ）〔　〕 learn world history

「彼をリーダーに選ぶ」 
 （c　　 ） him 〔　〕 [to be] our leader

○253
「アメリカで仕事を見つけたいと思う」 
 （h　　 ）〔　〕 get a job in the US

「金持ちになりたいと思う」 
 I （h　　 ）（t　　 ） I become rich.

○254
「彼女は気が変わりやすい」 
 She （t　　 ）〔　〕 change her mind.
④ 

○255
「音楽を聴くのを楽しむ」 
 （e　　 ） listening to music

「健康に恵まれている」   （e　　 ） good health

○256
「火曜日に会うことを提案する」 
 （s　　 ） meeting on Tuesday

「すぐ始めることを提案する」 
 （s　　 ） we (should) start now

「彼女は別の考えがあることをほのめかす」 
 （s　　 ） she has another idea

○257
「食べ終わる」 （f　　 ） eating
「パーティーを歌で終える［締めくくる］」 
 （f　　 ） a party 〔　〕 a song

○258
「彼と話すのを避ける［話さないようにする］」 
 （a　　 ） talking to him
⑤

○259
「彼の宿題を手伝う」 
 （h　　 ） him 〔　〕 his homework

「彼女がレポートを書くのを手伝う」 
 （h　　 ） her write a report

○260
「彼に私の車を使うのを許す」 
 （a　　 ） him 〔　〕 use my car

「昼食に30分をあてる」 
 （a　　 ） 30 minutes 〔　〕 lunch

「到着するまで４日を見込む」 
 （a　　 ） four days 〔　〕 arrive

○261
「彼女が試験に合格することを予期［予想］する」 
 （e　　 ） her 〔　〕 pass the exam

「彼女は合格するだろうと思う」 
 （e　　 ）（t　　 ） she will pass the exam

○262
「それは多くの時間を必要とする」 
 It （r　　 ） a lot 〔　〕 time.

「１日８時間働くことが義務づけられている」 
 be （r　　 ）〔　〕 work eight hours a day

○263
「犬を走るよう訓練する」 （t　　 ） a dog 〔　〕 run
「レースに向けてトレーニングする」 
 （t　　 ）〔　〕 a race

○264
「国を去ることを強いられる」 
 be （f　　 ）〔　〕 leave the country

「武力で［力ずくで］」 〔　〕（f　　 ）

○265
「自動的に止まるようプログラムされている」 
 be （p　　 ）〔　〕 stop automatically
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○328
「トラブルに巻き込まれる」 
 be （i　　 ）〔　〕 trouble

「そのプロジェクトにかかわる」 
 be （i　　 ）〔　〕 the project

「その仕事はコンピュータを使う必要がある」 
 The job （i　　 ） using computers.

○329
「彼女の名前をリストに加える」 
 （a　　 ） her name 〔　〕 the list

「問題を増やす」 （a　　 ）〔　〕 the problems
「すべての数を足す［合計する］」 
 （a　　 ）〔　〕 all the numbers
②

○330
「若者に仕事を提供する」 
 （p　　 ） young people 〔　〕 work

「十分な食料をすべての人に提供する」 
 （p　　 ） enough food 〔　〕 all people

○331
「勝者にメダルを贈呈する」 
 （p　　 ） the winner 〔　〕 a medal

「報告書を政府に提出する」 
 （p　　 ） a report 〔　〕 the government

○332
「家をほかの学生とシェア［共用］する」 
 （s　　 ） a house 〔　〕 other students

「ケーキを妹と分け合う」 
 （s　　 ） the cake 〔　〕 my sister

「ケーキを私たちで分け合う」 
 （s　　 ） the cake 〔　〕 us
③

○333
「皿を食卓から取り除く［片づける］」 
 （c　　 ） the dishes 〔　〕 the table

「食卓から皿を片づける」 
 （c　　 ） the table 〔　〕 the dishes

○334
「食料を冬に備えて蓄える」 
 （s　　 ） (up) food 〔　〕 the winter
④

○335
「彼の健康を心配する」 
 be （c　　 ）〔　〕 his health

「環境に関心を持っている」 
 be （c　　 ）〔　〕 the environment

「教育に関係している［かかわっている］」 
 be （c　　 ）〔　〕 education

○336
「その男の特徴を警察に述べる」 
 （d　　 ） the man 〔　〕 the police

「彼を『最高の教師』と描写する［評する］」 
 （d　　 ） him 〔　〕 “the best teacher”

「電車が遅れたと説明する」 
 （e　　 ）（t　　 ） the train was late

○298
「事故を報告する［報道する］」 
 （r　　 ） an accident

「事故について報告する［報道する］」 
 （r　　 ）〔　〕 an accident

「ニュースは４名が死亡したと報じた」 
  The news （r　　 ）（t　　 ） four people 

were killed.

○299
「新しい星を発見する」 （d　　 ） a new star
「それが太陽より大きいとわかる」 
 （d　　 ） it is bigger than the sun

「それがどれくらい遠いかがわかる」 
 （d　　 ）（h　　 ） far it is

○300
「それらの違いがわかる［に気づく］」 
 （r　　 ）the difference 〔　〕 them

「それらは違うということがわかる［に気づく］」 
 （r　　 ）（t　　 ） they are different

「夢を実現する」 （r　　 ） a dream

○301
「申し出を受け取る［に応じる］」 
 （a　　 ） an offer

「間違いを犯したことを受け入れる［認める］」 
 （a　　 ）（t　　 ） we’ve made mistakes

○302
「（私の）将来のことを思いめぐらす」 
 （w　　 ）〔　〕 my future

「私は結婚するだろうかと思う」 
 （w　　 ）（i　　 ） I will marry

「私はだれと結婚するだろうかと思う」 
 （w　　 ）（w　　 ） I will marry
◆9
①

○303
「日にちを３日から５日に変える」 
 （c　　 ） the date 〔　〕 3rd 〔　〕 5th

「（信号・色が）青から赤に変わる」 
 （c　　 ）〔　〕 green 〔　〕 red

「京都で電車を乗り換える」 
 （c　　 ） trains 〔　〕 Kyoto

「円をドルに取り換える［交換する］」 
 （c　　 ） yen 〔　〕 dollars

○304
「かばんをテーブルの上に置く」 
 （p　　 ） my bag 〔　〕 the table

「彼女を危険にする［さらす］」 
 （p　　 ） her 〔　〕 danger

○305
「税金を価格に含む［加える］」 
 （i　　 ） tax 〔　〕 prices

○306
「彼は（指で）彼女を指した」 
 He （p　　 ） (his finger) 〔　〕 her.

「カメラを彼に向ける」 
 （p　　 ） my camera 〔　〕 him

○307
「皿をテーブルに配置する［置く］」 
 （s　　 ） the dishes 〔　〕 the table

「会議の日を（…に）定める」 
 （s　　 ） the date for the meeting (on ...)

「腕時計の価格を（…に）定める」 
 （s　　 ） the price of the watch (at ...)

「日が沈んだ」 The sun has （s　　 ）.

○308
「彼女をテーブルに案内する」 
 （l　　 ） her 〔　〕 the table

「すべての道はローマに通ず［至る］」 
 All roads （l　　 ）〔　〕 Rome.

「幸せな生活を送る」 （l　　 ） a happy life

○309
「待ち時間を７時間から３時間に減らす」 
  （r　　 ） waiting time 〔　〕 7 hours 〔　〕 3 

hours
「価格を25パーセント値下げする」 
 （r　　 ） our prices 〔　〕 25 percent

○327
「その会社は東京に本拠［本社］がある」 
 The company is （b　　 ）〔　〕 Tokyo.

「その映画は実話に基づいている」 
 The movie is （b　　 ）〔　〕 a true story. Ⓒ KAGENSHA


