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○576
「国内を（あちこち）旅行する」 
 （t　　 ）〔　〕 the country

「時速150キロで走る［伝わる］」 
 （t　　 ）〔　〕 150 km per hour

○577
「時はあっという間に過ぎる」 
 Time （p　　 ） quickly.

「試験に合格する」 （p　　 ） a test
「彼女にメモを渡す」 
 （p　　 ） her the note [the note 〔　〕 her]

○578
「そこに立たないで ！」 Don’ t （s　　 ） there!
「その町は川辺に位置している」 
 The town （s　　 ）〔　〕 the river.

「もう耐えられない！」 
 I can’ t （s　　 ） it any more!

○579
「窓を割る」 （b　　 ） a window
「彼は約束を破った」 He （b　　 ） his promise.
「休憩する」 （t　　 ）/（h　　 ） a （b　　 ）

○580
「男の子を火事から救う」 
 （s　　 ） a boy 〔　〕 the fire

「時間［エネルギー］を節約する」 
 （s　　 ） time/energy

「車を買うためにお金を蓄える」 
 （s　　 ） money 〔　〕 buy a car

○581
「ボールをキャッチする」 （c　　 ） a ball
「男が彼女のかばんを開けているところを見つける」 
 （c　　 ） a man opening her bag

「最終電車に間に合う［乗る］」 
 （c　　 ） the last train

○582
「価格を上げる」 （r　　 ） prices
「子どもを育てる」 （r　　 ） a family
「問題を提起する」 （r　　 ） a question

○583
「難問を処理する」 
 （d　　 ）〔　〕 a difficult problem

「アメリカの文化を扱う」 
 （d　　 ）〔　〕 American culture

「多くの時間」 a good （d　　 ）〔　〕 time

◆2

○584
「長い時間［長い間］」  〔　〕 a long （t　　 ）
「１日に３回」  three （t　　 ）（　） day
「…の３倍多く」 
 three （t　　 ）〔　〕 much 〔　〕 ...

○597
「最も重要なこと［もの］」 
 the most important （t　　 ）

「事態はうまくいっている」 
 （T　　 ） are going well.

「持ち物をテーブルの上に置きなさい」 
 Leave your （t　　 ） on the table.

○598
「彼女の命を救う」 save her （l　　 ）
「生まれて初めて」 
 for the first time 〔　〕 my （l　　 ）

「結婚生活」 married （l　　 ）

○599
「バスの後部に座る」 
 sit 〔　〕 the （b　　 ）〔　〕 the bus

「後ろの席」 the （b　　 ） seat

○600
「彼の母国」 his home （c　　 ）
「田舎で［に］」 〔　〕 the （c　　 ）

○601
「自宅で，故郷［故国］で」 〔　〕（h　　 ）
「家［故郷・故国］に帰る」 go （h　　 ）

○602
「１から10までの数字」 
 （n　　 ）〔　〕 one 〔　〕 ten

「世界の人の数［人口］」 
 the （n　　 ）〔　〕 people in the world

「何人かの男の子」 
 a （n　　 ）〔　〕 boys

■6 多様な意味を覚える
◆1

○564
「宿題をする［やる］」  （d　　） my homework
「少しの運動が体に良いでしょう」 
 A little exercise will （d　　） you （g　　 ）.

「本を取って――どの本でもいいから」 
 Get me a book ― （a　　） book will （d　　 ）.

○565
「平和を切望する」 （l　　 ）〔　〕 peace
「彼女が帰ることを切望する」 
 （l　　 ）〔　〕 her to return

○566
「たくさんの水を消費する」 
 （u　　 ）a （l　　 ） of water

「電話をお借りできますか？」 
 （C　　） I （u　　 ）your phone?

「ここで働くのに慣れる」 
 get （u　　 ）〔　〕 working here

「以前はここで働いていた」 
 （u　　 ）〔　〕 work here

○567
「猫と遊ぶ」 （p　　 ）〔　〕 a cat
「野球［サッカー］をする」 
 （p　　 ） baseball/soccer

「ピアノ［バイオリン］を演奏する」 
 （p　　 ） (the) piano/violin

「…で重要な役割を果たす」 
 （p　　 ） an important part 〔　〕 ...

○568
「動くな！」 Don’ t （m　　 ）!
「田舎へ引っ越す」 （m　　 ）〔　〕 the country
「彼女の言葉に感動する」 
 be （m　　 ）〔　〕 her words

○569
「希望を失う」 （l　　 ） hope
「その試合に４対３で負けた」 
 （l　　 ） the game 4-3

○570
「はじめまして」 Nice to （m　　 ） you.
「父を空港で出迎える」 
 （m　　 ） my father 〔　〕 the airport

「需要を満たす」 （m　　 ） the demand

○571
「学校まで走って行く［急いで行く］」 
 （r　　 ）〔　〕 school

「涙が彼女の顔を流れ落ちた」 
 Tears （r　　 ）〔　〕 her face.

「機械を動かす［操作する］」 
 （r　　 ） a machine

「レストランを経営する」 
 （r　　 ） a restaurant

○572
「彼女は赤ちゃんを抱きかかえた」 
 She （h　　 ） the baby 〔　〕 her arms.

「（競技など）の記録を保持する」 
 （h　　 ） the record for ...

「会合を開く」 （h　　 ） a meeting

○573
「木から落ちる」 （f　　 ）〔　〕 the tree
「地面に倒れる」 （f　　 ）〔　〕 the ground
「温度は０℃に下がった」 
 The temperature （f　　 ）〔　〕 0℃ .

○574
「問題に直面する」 （f　　 ） a problem
「通りに面している」 （f　　 ） a street

○575
「その計画は地域住民に支持されている」 
 The plan is （s　　 ）〔　〕 local people.

「（私の）家族を養う」 （s　　 ） my family

 ワークシート　1-3
　※  （　　 ）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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「ある意味では」 〔　〕 a （s　　 ）

○618
「数分間」 for a few （m　　 ）
「ぎりぎりの瞬間［土壇場］」 the last （m　　 ）
「議事録をとる」 take the （m　　 ）
「微量」 a （m　　 ） amount

○619
「山の眺め［景色］」 a  mountain （v　　 ）
「視界に入ってくる［見えてくる］」 
 come 〔　〕（v　　 ）

「私の意見［考え］では」 〔　〕 my （v　　 ）

○620
「100ドルの費用で」  〔　〕 a （c　　 ）〔　〕 $100
「彼（自分）の命を犠牲にして」 
 〔　〕 the （c　　 ）〔　〕 his life

「500ドルかかる［する］」 （c　　 ） me $500

○632
「カナダを訪ねる機会」 
 a （c　　 ）〔　〕 visit Canada

「成功する見込み［可能性］が高い」 
 have a good （c　　 ）〔　〕 success

「偶然に」 〔　〕（c　　 ）

○633
「状態［調子］が良い［悪い］」 
 〔　〕 good [bad, poor] （c　　 ）

「生活環境」 living （c　　 ）
「あなたが手伝ってくれるという条件で」 
 〔　〕（c　　 ）（t　　 ） you help me

◆3

○634
「生きている動物」 （l　　 ） animals
「ライブショー」 a （l　　 ） show

○635
「１年の最後の日」 
 the （l　　 ） day 〔　〕 the year

「先週」 (the) （l　　 ） week
「最も会いたくない人」 
 the （l　　 ） person I want to see

「この前会ったのはいつでした？」 
 When did I （l　　 ） see you?

○636
「来週（に）」 (the) （n　　 ） week
「次の停車駅」 the （n　　 ） stop
「彼女の隣に座る」 sit （n　　 ）〔　〕 her
「次に何をしたの？」 
 （W　　 ） did you do （n　　 ）?

○637
「よくある間違い」 a （c　　 ） mistake
「共通語」 a （c　　 ） language

○638
「金が不足している」 be （s　　 ）〔　〕 money
「コピー用紙が残り少なくなっている」 
 be running （s　　 ）〔　〕 copy paper

○639
「大衆の要求」 （p　　 ） demand
「公共の場」 （p　　 ） places

○640
「自由に行き来する」 
 be （f　　 ）〔　〕 come and go

「自由に［遠慮なく］質問をしてください」 
 Feel （f　　 ）〔　〕 ask questions.

「週末は暇ですか［空いてますか］」 
 Are you （f　　 ） this weekend?

「無料で［ただで］」 〔　〕（f　　 ）

○641
「明るい部屋」 a （l　　 ） room
「軽い昼食」 a （l　　 ） lunch
「小雨」 （l　　 ） rain
「（たき火）に火をつける［起こす］」 （l　　 ） a fire

◆4

○642
「今でさえ」 （e　　 ） now
「たとえあす雨が降っても外出するつもりだ」 
 （E　　 ）（i　 ） it rains tomorrow, I will 
 go out.

「雨が降っているのに，彼は外出した」 
 （E　　 ）（t　　 ） it rained, he went out.

「一定のペース」 an （e　　 ） pace

○643
「週に一度」 （o　　 ） a week

○603
「辞書で単語を調べる」 
 look 〔　〕 a （w　　 ） in a dictionary

「彼の言葉によれば」 〔　〕 his （w　　 ）
「約束を守る」 keep my （w　　 ）

○604
「登校する」 go 〔　〕（s　　 ）
「始業前［放課後］」 〔　〕/〔　〕 （s　　 ）

○605
「英語の質問をしていいですか」 
 Can I ask you a （q　　 ）〔　〕 English?

「金の問題」 a （q　　 ）〔　〕 money
「それについては疑いの余地がない」 
 There is no （q　　 ）〔　〕 it.

○606
「注文をする［受ける］」 
 place/receive an （o　　 ）

「命令を出す［受ける］」 
 give/receive an （o　　 ）

「アルファベット順に」 
 〔　〕 alphabetical （o　　 ）

○607
「決心する」 make up my （m　　 ）
「考えている［意中の］人がいますか」 
 Do you have someone 〔　〕（m　　 ）?

「席を替わっていただけますか」 
 Would you （m　　 ） changing seats?

「お尋ねしてもいいですか」 
 Would you （m　　 ）（i　） I asked you 
 something?

○608
「英語の基礎講座」 
 a basic （c　　 ）〔　〕 English

「針路［進路］を変更する」 
 change (the) （c　　 ）

「マラソンコース」 a marathon （c　　 ）
「もちろん」 〔　〕（c　　 ）

○609
「リングの形［環状］で」 
 〔　〕 the （f　　 ） of a ring

「用紙に記入する」 fill in/out a （f　　 ）

「グループを作る」 （f　　 ） a group

○610
「30歳で」 
 〔　〕 the （a　　 ） of 30 [〔　〕（a　　 ） 30]

「新時代」 a new （a　　 ）

○611
「彼と一緒にいて楽しかった」 
 I enjoyed his （c　　 ）.

○612
「筆箱」 a pencil （c　　 ）
「その場合には」 〔　〕 that （c　　 ）
「寒い場合に備えて［寒いといけないから］セー
ターを持って行きなさい」 
 Take a sweater 〔　〕（c　　 ） it’s cold.

「火事の場合にはガラスを割ってください」 
 〔　〕（c　　 ）〔　〕 fire, break the glass.

○613
「20秒間」 〔　〕 20 （s　　 ）
「ちょっとの間，一瞬」 〔　〕 a （s　　 ）
「２番目に大きい…」 the （s　　 ） largest ...

○614
「彼女の名前はカレンです」 
 Her （n　　 ） is Karen.

「娘をメアリーと名づける」 
 （n　　 ） my daughter Mary

○615
「同じクラスで［同級で］」 
 (be) in the same （c　　 ）

「クラス［授業］に遅刻する」 
 be late 〔　〕（c　　 ）

「ダンスのクラス［講義・コース］を取る」 
 take a dance （c　　 ）

○616
「客室」 a guest （r　　 ）
「５人分のスペース」 （r　　 ）〔　〕 five people
「間違える余地がない」 
 no （r　　 ）〔　〕 mistakes

○617
「嗅覚」 the （s　　 ）〔　〕 smell
「ユーモアのセンス」 a （s　　 ）〔　〕 humor
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○710
「健全な体に健全な心」 
 A （s　　 ） mind in a （s　　 ） body.

○711
「翌日」 the （f　　 ） day

○712
「過去３年間」 the （p　　 ） three years
「９時10分（過ぎ）です」 
 It’s ten minutes （p　　 ） nine.

○713
「社会問題」 （s　　 ） problems

○714
「最近［近年］は」 in （r　　 ） times/years

○715
「主な理由［目的］」 
 the （m　　 ） reason/purpose

○716
「特別な友だち」 a （s　　 ） friend

○717
「現代社会」 （m　　 ） society

○718
「主要な問題」 a （m　　 ） problem
「歴史を専攻する」 （m　　 ）〔　〕 history

○719
「全校生徒」 the （w　　 ） school

○720
「個々のケース」 each （i　　 ） case
「個人の権利」 the rights of the （i　　 ）

◆4

○721
「わずか数分だけ」 （o　　 ） a few minutes
「彼の助けを求めさえすればよい」 
 You have （o　　 ）〔　〕 ask for his help.

○722
「ちょうどそのとき」 （j　　 ） then
「ほんの１週間前に」 （j　　 ） a week ago

○723
「彼女をよく知っている」 I know her （w　　 ）.
「彼女は体調が良いようだ」 
 She is looking （w　　 ）.

○724
「バスはどれくらい頻繁に［どのくらいの間隔で］
走っていますか」 
 （H　　 ）（o　　 ） do the buses run?

○725
「本当に楽しい時を過ごした［楽しかった］」 
 We had a （r　　 ） good time.

「本当は何があったの？」 
 What （r　　 ） happened?

○752
「私は決してあきらめない」 
 I will （n　　 ） give up.

「私はパリへ行ったことがない」 
 I have （n　　 ） been 〔　〕 Paris.

○753
「彼女はいつも笑ってばかりいる」 
 She is （a　　 ） laughing.

「私たちはずっと親友だ」 
 We have （a　　 ） been close friends.

○754
「ほとんどすべての友だちが携帯電話を持っている」 
 （A　　 ） all my friends have cell phones.

「もう少しで彼女に電話するのを忘れるところだった」 
 I （a　　 ） forgot to call her.

○755
「あとで会いましょう［またね］」 
 See you （l　　 ）.

「２年後に」 two years （l　　 ）

○756
「私はふつう７時に起きます」 
 I （u　　 ） get up at seven.

○757
「もう一度」 once （a　　 ）
「またお会いできてうれしいです」 
 Nice to see you （a　　 ）.

○758
「時々遅くまで仕事をする［残業する］」 
 I （s　　 ） work late.

○759
「実はそれを見たことがない」 
 （A　　 ）, I’ve never seen it.

「彼女はかつてカナダに住んでいた」 
 She （o　　 ） lived in Canada.

「すぐにやりなさい！」 Do it 〔　〕（o　　 ）!
「着いたらすぐ電話するよ」 
 I’ ll call you （o　　 ） I’ve arrived.

○644
「彼女はまだ寝て［寝込んで］いる」 
 She is （s　　 ）〔　〕 bed.

「じっと立っている」 stand （s　　 ）

○645
「一緒に仕事をする」 work （t　　 ）
「両親と一緒に住む」 
 live （t　　 ）〔　〕 my parents

■7 フレーズで覚える
◆1

○676
「サンドイッチを食べる」 （e　　 ） sandwiches

○677
「窓を閉める」 （c　　 ）a window
「会議を終える」 （c　　 ）a meeting

○678
「新しいタイプの音楽を創作する」 
 （c　　 ） a new type of music

○679
「窓を開ける」 （o　　 ） a window
「会議を開く［開始する］」 （o　　 ） a meeting

○680
「小型車を製造する」 （p　　 ）small cars
「同じ結果を生む」 （p　　 ）the same results

○696
「ローマを訪ねる」 （v　　 ） Rome
「ローマを訪ねる」 pay a （v　　 ）〔　〕 Rome

○697
「英語力を向上させる」 （i　　 ） my English

○698
「スーツケースを運ぶ」 （c　　 ） a suitcase

○699
「いすに座っている［座る］」 
 （s　　 ） (down) 〔　〕/〔　〕 a chair

「丘の中腹にある村」 
 a village （s　　 ）〔　〕 the side of a hill

◆2

○700
「世界中で」 all 〔　〕 the （w　　 ）
「現実の世界で」 〔　〕 the real （w　　 ）

○701
「（あることを）思いつく」 have a （t　　 ）
「少し考えさせてください」 
 Let me give it some （t　　 ）.

○702
「地元（地域）」 the local （a　　 ）
「研究領域［分野］」 an （a　　 ）〔　〕 study

○703
「議論すべき問題」 
 a （m　　 ）〔　〕 discussion

「実を言うと」 〔　〕 a （m　　 ）〔　〕 fact
「何か困った事ですか［どうしたんですか］」 
 （W　　 ） the （m　　 ）?

○704
「社会制度」 the social （s　　 ）
「新しいコンピュータシステム」 
 a new computer （s　　 ）

○705
「日本文化」 Japanese （c　　 ）

○706
「企業活動」 business （a　　 ）
「クラブ活動」 club （a　　 ies）

◆3

○707
「多数［多量］の…」 
 a （g　　 ） number/deal 〔　〕 ...

「すばらしいアイデア」 a （g　　 ） idea

○708
「（彼の）自分の車」 his （o　　 ） car 
  [a car of his （o　　 ）]

「車を所有する」 （o　　 ） a car

○709
「人命」 （h　　 ） life
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「これは見た目よりも実際はやさしい」 
 This is （a　　 ） easier than it looks.

○760
「彼女はもうすぐ来ます」 
 She’ ll be here （s　　 ）.

○761
「もしジェーンが行けないなら私が代わりに行きます」 
 If Jane can’ t go, I’ ll go （i　　 ）.

「彼女の代わりに行く」 go （i　　 ）〔　〕 her

○762
「彼女はおそらく遅れるでしょう」 
 She’ ll （p　　 ） be late.

○763
「特にこれが好きだ」 I （e　　 ） like this one.

○764
「明日はたぶん雪だろう」 
 （P　　 ） it will snow tomorrow.

○765
「赤ちゃんの成長はとてもはやい」 
 Babies grow up so （q　　 ）.

○766
「ほかのだれか［何か， どこか］」 
 someone/something/somewhere （e　　 ）

「ほかに何を［だれが， どこに］…か」 
 What/Who/Where （e　　 ） ...?

○767
「彼はついに夢を実現した」 
 He （f　　 ） realized his dream.

◆5

○778
「子どものようにふるまう」  act （l　　 ） a child
「鳥のように見える［鳥に似ている］」 
 look （l　　 ） a bird

「悪いニュースがあったようだね」 
 It looks （l　　 ） you heard bad news.

○779
「週末の間ずっと勉強する」 
 study （d　　 ） the weekend

「週末（の間）に映画を見に行く」 
 go to the movies （d　　 ） the weekend

○780
「１週間以内に着く」  arrive （w　　 ） a week
「法の（許す）範囲内で」 （w　　 ） the law

○781
「海の近くに住む」 live （n　　 ） the sea
「年末近くに」 （n　　 ） the end 〔　〕 the year

Ⓒ KAGENSHA


