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◆3

○834
「大学に入る［入学する］」 
 （e　　 ） college/university
「討議に入る［を始める］」 
 （e　　 ）〔　〕 discussions

○835
「痛み［苦痛］を受ける」 （s　　 ） pain
「心臓病を患う」 （s　　 ）〔　〕 heart disease

○861
「サッカークラブに入る」 
 （j　　 ） a soccer club
「集会に加わる［参加する］」 
 （j　　 ）〔　〕 a meeting
「その島は本土と橋で結ばれている」 
   The island is （j　　 ）〔　〕 the mainland 
〔　〕 a bridge.

○862
「車が私に近づいてきた」 A car （a　　 ） me.
「新しい方法をとる」  take a new （a　　 ）

○863
「本を出版する」 （p　　 ） a book
「…の調査報告（書）を公表する」 
 （p　　 ） a report 〔　〕 ...

○864
「ジェーンと結婚する」 （m　　 ） Jane
「ジェーンと結婚する［している］」 
 get/be （m　　 ）〔　〕 Jane

○865
「あなたを傷つけるつもりはなかった」 
 I didn’ t mean to （h　　 ） you.
「足をけがする」 （h　　 ） my leg
「足が痛い」 My foot （h　　 ）.

◆4

○866
「彼女にコーヒーを出す」 （s　　 ） her coffee
「コーヒーを客に出す」 
 （s　　 ） coffee 〔　〕 a guest
「大統領［社長］を務める」 
 （s　　 ）〔　〕 president

○867
「彼らに朝食を料理する［作る］」 
 （c　　 ） them breakfast
「朝食を客のために作る」 
 （c　　 ） breakfast 〔　〕 guests

○868
「あなたに地図を描いてあげます」 
 I’ ll （d　　 ） you a map.
「地図を私に描いていただけますか」 
 Could you （d　　 ） a map 〔　〕 me?
「その地図に彼女の注意を引く」 
 （d　　 ） her attention 〔　〕 the map
「金を銀行から引き出す」 
 （d　　 ） money 〔　〕 a bank

○869
「彼女にタオルを投げる［投げてやる］」 
 （t　　 ） her a towel
「タオルをジェーンに投げる［投げてやる］」 
 （t　　 ） a towel 〔　〕 Jane
「タオルをジェーン目がけて投げる［投げつける］」 
 （t　　 ） a towel 〔　〕 Jane

○870
「私たちに歌を歌ってください」 
 Please （s　　 ） us a song.
「歌を私たちに歌ってください」 
 Please （s　　 ） a song 〔　〕 us.

◆5

○871
「彼が正しいと証明する」 
 （p　　 ） him 〔　〕 be right
「彼の言ったことが本当であることがわかった」 
 What he said （p　　 ）〔　〕 be true.
「彼が正しいことを証明する」 
 （p　　 ）（t　　 ） he is right

○872
「ドアを押して開ける」 （p　　 ） a door open
「彼にチームに入るよう強いる」 
 （p　　 ） him 〔　〕 join a team

○873
「ドアを引いて閉める」 （p　　 ） a door shut

■1 語法で覚える ― 動詞
◆1

○820
「甘い味がする」 （t　　 ） sweet
「ワインの（ような）味がする」 （t　　 ）〔　〕 wine
「ワインを味見する」 （t　　 ） the wine
「ワインの味」 the （t　　 ）〔　〕 wine

○821
「甘いにおいがする」 （s　　 ） sweet
「花の（ような）におい［香り］がする」 
 （s　　 ） of/〔　〕 flowers
「花のにおい［香り］をかぐ」  （s　　 ） the flowers
「花のにおい［香り］」  the （s　　 ）〔　〕flowers

◆2

○822
「ケネディ空港に着陸する［到着する］」 
 （l　　 ）〔　〕 Kennedy Airport
「月に着陸する」 （l　　 ）〔　〕 the moon

○823
「将来のことを心配する」 
 （w　　 ）〔　〕 the future
「テストのことを心配している」 
 be （w　　 ）〔　〕 a test
「彼女が戻らないのではないかと心配している」 
 I am （w　　 ） she won’ t come back.

○824
「1881年にスペインで生まれた」 
 was （b　　 ）〔　〕 1881 in Spain
「1732年2月22日にバージニアで生まれた」 
  was （b　　 ）〔　〕 February 22, 1732, in 

Virginia

○825
「病気と闘う」 （f　　 ）〔　〕 disease
「投票する権利のために［を求めて］戦う」 
 （f　　 ）〔　〕 the right to vote

○826
「互いに言い争う」 （a　　 ）〔　〕 each other
「問題について言い争う［議論する］」 
 （a　　 ）〔　〕 a problem
「地球は丸いと論じる［主張する］」 
 （a　　 ）（t　　 ） the earth is round

○827
「山の上空を［越えて］飛ぶ」 
 （f　　 ）〔　〕 a mountain
「ロンドンからパリへ飛行機で行く」 
 （f　　 ）〔　〕 London 〔　〕 Paris

○828
「馬に乗る」 （r　　 ）〔　〕 a horse
「バスに乗る［乗って行く］」 （r　　 ）〔　〕 the bus
「彼女を空港まで乗せて行く」 
 give her a （r　　 ）〔　〕 the airport

○829
「彼女の冗談を笑う」 （l　　 ）〔　〕 her jokes

○830
「中国と取引する［貿易する］」 
 （t　　 ）〔　〕 China
「（紅）茶を取引する」 （t　　 ）〔　〕 tea
「席を彼と交換する」 （t　　 ） seats 〔　〕 him
「時計を食べ物と交換する」 
 （t　　 ） my watch 〔　〕 food

○831
「互いにほほえむ」 （s　　 ）〔　〕 each other

○832
「何で泣いているの？」 
 What are you （c　　 ）〔　〕?
「助けを求めて叫ぶ」 （c　　 ）〔　〕 help

○833
「ストライキに賛成［反対］票を投じる」 
 （v　　 ）〔　〕/〔　〕 the strike
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「もしあなたが私の立場にあるとしたら，どうする？」 
 （S　　 ） you （w　　 ）〔　〕 my place, what 
 would you do?
「7時に到着することになっている［しなければならない］」 
 be （s　　 ）〔　〕 arrive at seven

○911
「彼女の年齢を推測する」 （g　　 ） her age
「彼女は16歳を過ぎていると推測する［思う］」 
 I （g　　 ）（t　　 ） she is 〔　〕 sixteen.
「彼女が何歳か推測してみて［何歳だと思う？］」 
 （G　　 ）（h　　 ） old she is?

◆8
① 

○912
「そのクラス［講座］を20人に限定する」 
 （l　　 ） the class 〔　〕 20 students
「制限速度」 a speed （l　　 ）

○913
「花を庭に植える」 
 （p　　 ） flowers 〔　〕 the garden

○914
「彼を両親に紹介する」 
 （i　　 ） him 〔　〕 my parents
「コーヒーをヨーロッパに導入する［伝える］」 
 （i　　 ） coffee 〔　〕 Europe

○915
「あなたの名前を彼に言う」 
 （m　　 ） your name 〔　〕 him
「彼はあなたを知っていると言っていた」 
 He （m　　 ）（t　　 ） he knew you.

○916
「時間と金をつまらないテレビゲームに浪費する」 
 （w　　 ） time and money 〔　〕 poor TV 
 games
「時間と金の無駄（遣い）」 
 a （w　　 ）〔　〕 time and money
「産業廃棄物」 industrial （w　　 ）

○917
「テーブルを打つ［たたく］，テーブルにぶつかる」 
 （h　　 ） a table

「（人が）彼の頭を打つ［殴る］，（物が）彼の頭にぶつ
かる［当たる］」 
 （h　　 ） him 〔　〕 the head
「脚をテーブルにぶつける」 
 （h　　 ） my leg 〔　〕 a table
「大きな台風がその島を襲った」 
 A big typhoon （h　　 ） the island.

○918
「その店に（客が）押し寄せる」 
 （c　　 ）〔　〕 the store
「彼らは店に詰め込まれた［群がった］」 
 They were （c　　 ）〔　〕 the store.
「その店は人で込み合っていた」 
 The store was （c　　 ）〔　〕 people.

○919
「彼は彼女の肩に手を置いた」 
 He （l　　 ） his hand 〔　〕 her shoulder.
「卵を産む」 （l　　 ） an egg

○920
「（物が）彼の顔面にぶつかる［（人が）彼の顔面を殴る］」 
 （s　　 ） him 〔　〕 the face
「（物が）塀にぶつかる［当たる］」 
 （s　　 ）〔　〕 the wall
「地震がその国を襲った」 
 An earthquake （s　　 ） the country.
「そこへ行くべきだという考えが私の心に浮かんだ」 
 It （s　　 ） me（t　　 ） I （s　　 ） go there.
②

○921

「新型車を古い車と比較する」 
 （c　　 ） new cars 〔　〕 old ones
「地球をリンゴにたとえる」 
 （c　　 ） the earth 〔　〕 an apple
「彼女と比べれば，私はとても背が低い」 
 （C　　 ）〔　〕 her, I’m very short.

○922
「ボトルを水でいっぱいにする［満たす］」 
 （f　　 ） a bottle 〔　〕 water

○923
「雪で覆われている」 be （c　　 ）〔　〕 snow
「多くのテーマを扱う」 （c　　 ） many subjects

○874
「ドアを青色に塗る」 （p　　 ） a door blue
「富士山（の絵）を描く」 
 （p　　 ） (a picture 〔　〕) Mt. Fuji

◆6
① 
○875

「仕事を得ること［就職］に失敗する」 
 （f　　 ）〔　〕 get a job
「事業に失敗する」 （f　　 ）〔　〕 business
「運転免許試験に落ちる」 
 （f　　 ） my driving test
「彼女に必ず電話する」 call her 〔　〕（f　　 ）

○876
「テストを受ける準備をする」 
 （p　　 ）〔　〕 take a test
「試験の準備をする［に備える］」 
 （p　　 ）〔　〕 a test
「テストを受ける準備ができている」 
 be （p　　 ）〔　〕 take a test
「試験の準備ができている」 
 be （p　　 ）〔　〕 a test

○877
「何とか試験に合格する」 
 （m　　 ）〔　〕 pass the test
「会社を経営する」 （m　　 ） a company

○878
「彼は支配人に会うことを要求した」 
 He （d　　 ）〔　〕 see the manager.
「彼は支配人に会うことを要求した」 
 He （d　　 ）（t　　 ） he see the manager.
「エネルギーの需要」 （d　　 ）〔　〕 energy

○879
「あとで彼に電話すると約束する」 
 （p　　 ）〔　〕 call him later
「彼女はあとで電話すると（彼に）約束した」 
   She （p　　 ） (him)（t　　 ） she would call 

him later.
「彼女に車を（買ってあげる）と約束する」 
 （p　　 ） her a car

「車を（買ってあげる）と娘に約束する」 
 （p　　 ） a car 〔　〕 my daughter

○880
「その質問に答えることを断る［拒む］」 
 （r　　 ）〔　〕 answer the question
「彼女の申し出を断る［辞退する］」 
 （r　　 ） her offer

○881
「ジェーンをパーティーに招待する」 
 （i　　 ） Jane 〔　〕 the party
「彼女をドライブに誘う」 
 （i　　 ） her 〔　〕 go 〔　〕 a drive

○882
「電車に乗ろうと急ぐ」 
 （h　　 ）〔　〕 catch a train
「今急いでいます」 I’m 〔　〕 a （h　　 ）.
②

○907
「彼女が私に手を振っているのに気づく」 
 （n　　 ） her waving at me
「彼女が私に手を振っているのに気づいた」 
 I （n　　 ）（t　　 ） she was waving at me.

○908
「車なしで生活することを想像する」 
 （i　　 ） living 〔　〕 a car
「この世界に車がないことを想像してごらん」 
 （I　　 ） that there’re no cars in the world.

◆7

○909
「彼女が電話をくれるといいのに」 
 I （w　　 ） she （w　　 ） call me.
「彼女の電話番号を聞いておけばよかった」 
 I （w　　 ） I （h　　 ） asked her phone 
 number.
「誕生日おめでとう」 
 I （w　　 ） you a Happy Birthday.

○910
「彼女は家に帰ったと思う」 
 I （s　　 ） she’s gone home.
「もし彼女が来なかったら？」 
 （S　　 ） she does not come?
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○924
「そのテーマで彼と話し合う［議論する］」 
 （d　　 ） the subject 〔　〕 him

○925
「カバーで本を判断する［外見で中身を判断する］」 
 （j　　 ） a book 〔　〕 its cover
「彼女の顔つきから判断すると…」 
 （J　　 ）〔　〕 her looks, ...
③

○926
「初心者向け（に作られた）辞書」 
 a dictionary （d　　 ）〔　〕 beginners
「初心者を助けるように設計されている［ことを目的とし
ている］」 
 be （d　　 ）〔　〕 help beginners

○951
「ご協力に感謝します」 
 （T　　 ） you 〔　〕 your help.
「みんなに来てくれたことを感謝する」 
 （t　　 ） everyone 〔　〕 coming

○952
「レポートに間違いがないかどうか調べる」 
 （c　　 ） your paper 〔　〕 mistakes
「本当かどうか確認する」 
 （c　　 ）（i　 ） it is true

○953
「パーティーに着るドレスを選ぶ［選び出す］」 
 （p　　 ）〔　〕 a dress 〔　〕 the party

「本を手に取って読む」 
 （p　　 ）〔　〕 a book and read it

「花壇から花を摘む」 
 （p　　 ） some flowers 〔　〕 the garden

○954
「あなたの目を太陽から守る［保護する］」 
 （p　　 ） your eyes 〔　〕 the sun

○955
「遅れて申し訳ありません」 
 （E　　 ） me 〔　〕 being late.
「彼の会議（への出席）を免除する」 
 （e　　 ） him 〔　〕 the meeting

○956
「本を図書館から借りる」 
 （b　　 ） books 〔　〕 the library
「フランス語から借用した語［からの借入語］」 
 a word （b　　 ）〔　〕 French
④

○957
「包帯を腕に巻く」 
 （w　　 ） the bandage 〔　〕 my arm
「道路が丘を曲りくねっている」 
 The road （w　　 ）〔　〕 the hill.

○958
「彼を駅まで道案内する」 
 （g　　 ） him 〔　〕 the station

Ⓒ KAGENSHA


