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○374
「戦争を終わらせようとする努力［試み］」 
 （e　　 s）〔　〕 end the war

◆3

○375
「教えた経験がある」 
 have（e　　 ）〔　〕 teaching
「面白い経験をする」 
 have an interesting （e　　 ）

○376
「仕事［作業］をする」  do a （j　　 ）
「職に就く［就職する］」 get a （j　　 ）

○377
「病気の原因を突き止める研究を行う」 
 do（r　　 ）〔　〕 the causes of a disease

○378
「健康によい影響がある」 
 have a good （e　　 ）〔　〕 health

○379
「その国を支配する」 
 have（c　　 ）〔　〕 the country
「車を制御する」 have（c　　 ）〔　〕 the car

○380
「（自然）環境を守る」 protect the （e　　 ）

○406
「環境に注意を払う」 
 pay （a　　 ）〔　〕 the environment
「注目を集める」 get/receive （a　　 ）

○407
「技能を向上させる」 develop/learn a （s　　 ）

◆4

○408
「例えば」 〔　〕（e　　 ）
「彼女は私たち全員の手本だ」 
 She’s an （e　　 ）〔　〕 us all.

○409
「この事故の結果（として）…」 
 as a （r　　 ）〔　〕 this accident, ...
「この病気は喫煙が原因で起きる」 
 This disease （r　　 ）〔　〕 smoking.

「成功に終わる」 （r　　 ）〔　〕 success

○410
「10月末に」 〔　〕 the （e　　 ） of October
「通りの端［突き当たり］」 
 〔　〕 the （e　　 ） of the street
「試合を終える」 （e　　 ） a game

○411
「未来［将来］（は）」 〔　〕 the （f　　 ）

○412
「健康［不健康］で」 〔　〕 good/poor （h　　 ）

○413
「難しい状況で」 〔　〕 a difficult （s　　 ）

■3 語法で覚える ― as/so/such
○414
「私の言うとおりにやりなさい」 
 Do （a　　） I say.
「遅かったのでタクシーに乗った」 
 （A　　） it was late, I took a taxi.
「ちょうどベッドに入ったときに電話が鳴った」 
  Just （a　　） I  got 〔　〕 bed, the phone rang.
「彼は教師として６年勤めた」 
 He worked （a　　） a teacher 〔　〕 six years.
「彼女は私とほぼ同じくらい背が高い［同じ身長だ］」 
 She is almost （a　　） tall （a　　） I am.

○415
「ここには本がとてもたくさんあるね！」 
 There are （s　　）（m　　） books here!
「それはすばらしい１日だった」 
 It was （s　　） beautiful （　） day.
「そんなに速く歩かないで」 
 Don’ t walk （s　　） fast.
「私もそう思う」 I think （s　　）.
「すしが好きだ」「私も」 
 “I like sushi.”  “（S　　）（　　） I.”
「良い席を取るために私は早く家を出た」 
  I left home early （s　　） as 〔　〕 get a 

good seat.
「とても腹が減ってもう歩けない」 
  I am （s　　） hungry （t　　 ） I can’ t walk 

any more.

■2 語法で覚える ― 名詞
◆1

○337
「食料の［についての］問題」 
 a （p　　 ）〔　〕 food

○338
「体の一部分」 a （p　　 ）〔　〕 the body
「レースに参加する」 take （p　　 ）〔　〕 the race

○339
「鳥の一種」 a （k　　 ）〔　〕 bird

○340
「植物に関する興味深い事実」 
 interesting （f　　 s）〔　〕 plant life
「実話に基づいている」 be based 〔　〕（f　　 ）
「実は［実を言うと］」 〔　〕（f　　 ）

○341
「彼女の健康状態」 the （s　　 ）〔　〕 her health
「彼は…ということを述べた」 
 He （s　　 ）（t　　 ） ...

○342
「ばく大な額［少額］の金」 
 a large/small （a　　 ）〔　〕 money
「それは年約300ドルになる」 
 It （a　　 ）〔　〕 about $300 a year.

○343
「音楽の１つのタイプ」 a （t　　 ）〔　〕 music
「（私の）名前を打つ［入力する］」 
 （t　　 ）〔　〕 my name

○344
「教育水準」 the （l　　 ）〔　〕 education
「湖の水位」 the （l　　 ）〔　〕 water in the lake

○345
「その都市の人口」 the （p　　 ）〔　〕 the city

◆2

○346
「空港から［への］道［道順］」 
 the （w　　 ）〔　〕/ 〔　〕 the airport
「言語を学ぶ最もよい方法」 
  the best （w　　 ）〔　〕 learn ［〔　〕 learning］ 

a language

○347
「パーティーに適した場所」 
 a good （p　　 ）〔　〕 a party
「住むのによい場所」 
 a good （p　　 ）〔　〕 live (in)
「机を窓の下に置く」 
 （p　　 ） a desk 〔　〕 a window

○369
「個人の権利」 the （r　　 ）〔　〕 the individual
「教育を受ける権利」 
 the （r　　 ）〔　〕 get an education

○370
「アイデアを持つ［思いつく］」 have an （i　　 ）
「家を買うという考え」 
 the （i　　 ）〔　〕 buying a house

○371
「それをする［した］理由」 
 a （r　　 ）〔　〕 doing that
「それをする理由」 a （r　　 ）〔　〕 do that
「それがなぜ私がそのことをしたのかの理由です」 
 That’s the （r　　 ）（w　　 ） I did that.
「彼は理性［正気］を失った」 
 He lost his （r　　 ）.

○372
「変化の過程にある」 
 be in the （p　　 ）〔　〕 changing/change

○373
「風力［太陽エネルギー］」 wind/solar （p　　 ）
「世界を変える力［能力・権力］」 
 the （p　　 ）〔　〕 change the world

 ワークシート　1-2
　※  （　　 ）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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○456
「私が正しいか間違っているかはわからない」 
  I don’ t know （w　　 ） I am right （　　） 

wrong.
「彼を信じてよいものかどうかわからない」 
  I don’ t know （w　　 ）〔　〕 believe him 
（　　）（　　）.

「彼女が私を愛していてもいなくても私は彼女を愛している」 
  I love her （w　　 ） she loves me （　　） 
（　　）.

■5 語法で覚える ― 形容詞・副詞
◆1

○503
「彼女は私と同じ年だ」 
 She is the （s　　 ） age 〔　〕 me.
「彼女の誕生日は私のと同じだ」 
 Her birthday is the （s　　 ）〔　〕 mine.

○504
「彼女の意見は私のと大きく異なる」 
 Her opinion is very （d　　 ）〔　〕 mine.
「別の本」 a （d　　 ） book
「いろいろな本」 （d　　 ） books

○505
「彼女の家は私の家とすごく近い」 
 Her house is very （c　　 ）〔　〕 mine.
「私たちは親友だ」 We’re （c　　 ） friends.

○506
「彼女はパーティーに出席している」 
 She is （p　　 ）〔　〕 the party.
「現代」 the （p　　 ） day

○507
「彼女はすべての年代の人々に人気がある」 
 She is （p　　 ）〔　〕 people of all ages.
「大衆文化」 （p　　 ） culture

○508
「私たちは互いによく似ている」 
 We are very （s　　 ）〔　〕 each other.

○509
「彼女は美しい目で有名である」 
 She is （f　　 ）〔　〕 her beautiful eyes.

○510
「そのことに特に理由はない」 
 There’s no （p　　 ） reason for that.
「彼女は食べ物にうるさい」 
 She is （p　　 ）〔　〕 food.
「彼女は特に魚が好きだ」 
 She likes fish 〔　〕（p　　 ）.

◆2

○511
「その結果に喜んでいる」 
 be （p　　 ）〔　〕 the result
「また会えてうれしい」 
 be （p　　 ）〔　〕 see you again
「おいでいただいて喜んでいます［ようこそ］」 
 I’m （p　　 ） you have come.

○512
「あなたの成功を聞いてうれしいです」 
 be （h　　 ）〔　〕 hear about your success
「新しい仕事に満足している」 
 be （h　　 ）〔　〕 my new job
「喜んで行きます」 be （h　　 ）〔　〕 come
「あなたがパーティーに来るなんてとてもうれしい！」 
  I’m （h　　 ）（t　　 ） you’re coming to the 

party !

○513
「英語をうまく話すことができる」 
 be （a　　 ）〔　〕 speak English well

○530
「彼が来ることを確信している」 
 I’m （s　　 ）（t　　 ） he will come.
「私はそのことを確信している」 
 I’m （s　　 ）〔　〕 that.
「彼が来るのは確実である［彼はきっと来る］」 
 He is （s　　 ）〔　〕 come.
「（私が）彼が必ず来るようにします」 
 I’ ll （m　　 ）（s　　 ） he comes.

○531
「それを確信していますか［確かですか］」 
 Are you （c　　 ）〔　〕 that?
「彼が時間どおりに着くことを確信している」 
 I am （c　　 ） he will arrive on time.

「猫が出られないように（するために）ドアを閉めなさい」 
  Close the door （s　　） the cat can’ t get 

out.
「もう遅くなってきたので家に帰ります」 
 It is getting late, （s　　） I will go home.

○416
「そんなことは聞いたことがない」 
 I’ve never heard of （s　　 ）（　） thing.
「こんなに美しい街は見たことがない」 
  I have never seen （s　　 ）（　） beautiful 

city.
「私はオレンジのような果物が好きだ」 
 I like （s　　 ）fruits 〔　〕 oranges.
「それはとてもすばらしい映画だったので３回も見た」 
  It was （s　　 ）a wonderful movie （t　　 ） 

I saw it three times.

■4 語法で覚える ― 接続詞
○448
「もし雨が降るようなら家にいます」 
 I’ ll stay home （i　 ）（　　） rains.
「（もし）知っていたら，話すのですが（知りません）」 
 （I　 ） I knew it, I （w　　 ） tell you.
「（もし）知っていたら，話したのですが（知りませんで
した）」 
  （I　 ） I （　　） known it, I （w　　 ）（　　 ） 

told you.
「行けるかどうかわかりません」 
  I don’ t know （i　 ） I （w　　）（　　 ） able 

to make it.
「自分が別の人間のように感じる」 
  I feel as（i　 ） I （　　） another person.

○449
「私は子どものころは英語を話した」 
 I spoke English （w　　 ） I （　　 ） a child.
「必要なときには英語を話します」 
  I will speak English （w　　 ） I （h　　 ）
〔　〕.

○450
「彼女は私より背が高い」 
 She is taller（t　　 ） I am ［me］.
「彼女は私より大食いだ」 
 She eats （m　　 ）（t　　 ） I do ［me］.

「勉強以外の何かをしたい」 
  I want to do something （o　　 ）（t　　 ） 

studying.

○451
「雨が降っていたので家にいた」 
  （B　　 ） it （　　） raining, we stayed 

home.
「大雪のためすべての列車が運休した」 
  All the trains stopped （b　　 ）〔　〕 the 

heavy snow.

○452
「彼は電車に乗っている間じゅう勉強した」 
  He studied （w　　 ） he （　　 ） on the 

train.
「彼が勉強する一方，私はゲームをしていた」 
  （W　　 ） he studied, I played video 

games.

○453
「私たちが結婚して５年になる」 
  It （　　 ）（　　 ） five years （s　　 ） we 

got married.
「結婚したのでもっと一生懸命働くつもりだ」 
  （S　　 ） I got married, I’ ll work harder.
「私たちは高校以来の友だちです」 
  We （　　 ）（　　 ） friends （s　　 ） high 

school.

○454
「あなたが戻るまで待ちます」 
 I’ ll wait （t　　 ） you come 〔　〕.
「（店は）９時までやってます」 
 We’re open （u　　 ） 9 o’clock.
「昨晩初めてそのニュースを聞いた［知った］」 
  It was （　　）（u　　 ） last night （t　　 ） 

I heard the news.

○455
「去りたくはなかったけれども，そうせざるを得なかった」 
  （T　　 ） I didn’ t want 〔　〕, I had to leave.
「旅行を楽しんだ。もっとも疲れたけど」 
 I enjoyed the trip, （t　　 ） I （　　 ） tired.
「今日は忙しいです。でも明日なら会えます」 
  I’m busy today.  I （　　） meet you 

tomorrow, （t　　 ）.
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○544
「しかし，彼女は来なかった」 
 （H　　 ）, she didn’ t come.
「どんなに難しくても…」 
 （H　　 ）（h　　 ） it may be, ...
「どんなに長くかかっても…」 
 （H　　 ）（l　　 ） it takes, ...

○545
「ここから遠く（離れて）」 （f　　 ）〔　〕 here
「はるかに良い」 （f　　 ）（b　　 ）
「ずばぬけて良い」 〔　〕（f　　 ） the best
「できる限り」 〔　〕（f　　 ）〔　〕 possible
「私の知る限り」 〔　〕（f　　 ）〔　〕 I know

○546
「かなり難しい」 be （r　　 ） difficult
「暑いというよりむしろ暖かい」 
 It’s warm （r　　 ）（t　　 ） hot.
「出かけるより家にいたい」 
 I’d （r　　 ） stay home （t　　 ） go out.

○547
「かなり［とても］良い映画」 
 （q　　 ）（　） good film
「かなり［とても］多くの本」 
 （q　　 ）（　） few books
「かなり多くの金」 
 （q　　 ）（　）（l　　） of money
「まったく正しい」 （q　　 ） right

「彼が時間どおりに着くことは確実だ」 
  It is （c　　 ）（t　　 ） he will arrive on 

time.
「彼が時間どおりに着くのは確実だ」 
 He is （c　　 ）〔　〕 arrive on time.
「ある種類の食べ物」 （c　　 ） kinds 〔　〕 food

◆3
①

○532
「彼女はだれにも優しい［親切である］」 
 She is （k　　 ）〔　〕 everybody.
「彼女は親切にも手伝ってくれる」 
 It’s very （k　　 ）〔　〕 her 〔　〕 help us.
②

○533
「簡単な問題［質問］」 a （s　　 ） question
「その問題は私には答えるのが簡単だ」 
  The question is （s　　 ）〔　〕 me 〔　〕 

answer.
「この問題に答えるのは私には簡単だ」 
  It is （s　　 ）〔　〕 me 〔　〕 answer this 

question.
「質素な［地味な］服」 a （s　　 ） dress

○534
「難しい本」 a （d　　 ） book
「この本は私には理解するのが難しい」 
  This book is （d　　 ）〔　〕 me 〔　〕 

understand.
「この本を理解するのは私には難しい」 
  It is （d　　 ）〔　〕 me 〔　〕 understand this 

book.

○535
「数学を学ぶのは私にはやさしい」 
 Math is （e　　 ）〔　〕 me 〔　〕 learn.
 ＝ It is （e　　 ）〔　〕 me 〔　〕 learn Math.
「気楽な生活」 an （e　　 ） life
③

○536
「それについて知ることは彼には重要である」 
  It is （i　　 ）〔　〕 him 〔　〕 know about it.

「彼がそれについて知るということは重要である」 
 It is （i　　 ）（t　　 ） he know about it.

○537
「（私が）それをすることは可能ですか」 
 Is it （p　　 ）〔　〕 me 〔　〕 do that?
「できるだけ早く」 〔　〕 soon 〔　〕（p　　 ）
「彼は遅れる可能性がある［遅れるかもしれない］」 
 It is （p　　 ）（t　　 ） he will be late.

○538
「彼女がだれにも話さないのは当然である」 
  It is （n　　 ）〔　〕 her not 〔　〕 tell anyone.
「彼女がだれにも話さないのは当然である」 
  It is （n　　 ）（t　　 ） she doesn’ t tell 

anyone.
「自然界」 the （n　　 ） world
④

○539
「彼らが結婚するというのは本当？」 
  Is it （t　　 ）（t　　 ） they are getting 

married?
「同じことはほかのだれにでも真実である［当てはまる］」 
 The same is （t　　 ）〔　〕 everybody.

○540
「明日は雨になりそうだ」 
 It’s （l　　 ）〔　〕 rain tomorrow. 
「彼らが結婚するというのはありえる」 
 It’s （l　　 ）（t　　 ） they will get married.

○541
「彼らが結婚するのは明らかだ」 
 It’s （c　　 ）（t　　 ） they will get married.
「明快な答え」 a （c　　 ） answer

◆4 副詞の重要語法 

○542
「遅いばかりでなく，ひどく重い」 
  not only big, but （a　　 ） very heavy

○543
「運ぶには重すぎる［重すぎて運べない］」 
 （t　　 ） heavy 〔　〕 carry
「私もです」 Me （t　　 ）.

Ⓒ KAGENSHA


