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○1709
「情報を探す任務」 
 the （t　　 ）〔　〕 searching for information

○1710
「線と形を描くツール［道具］」 
 a （t　　 ）〔　〕 drawing lines and shapes

○1711
「喫煙の習慣をやめる」 
 break a （h　　 ）〔　〕 smoking
「早起きを習慣にする」 
 make a （h　　 ）〔　〕 getting up early

○1712
「権力への強い欲望」 
 a strong （d　　 ）〔　〕 power
「成功したいという欲望［願望］」 
 a （d　　 ）〔　〕 succeed

○1713
「時間を測る装置」 
 a （d　　 ）〔　〕 measuring [〔　〕 measure] 
 time

◆3

○1714
「私たちの社会に強い影響力を持っている」 
 have a strong （i　　 ）〔　〕 our society

○1715
「新しい技術の恩恵を受ける」 
 have the （b　　 ）〔　〕 a new technology

○1716
「難題に直面する」 face a （c　　 ）

○1717
「鉄道に被害をもたらす」 
 cause （d　　 ）〔　〕 the railroad

○1718
「動物実験を行う」 
 conduct an （e　　 ）〔　〕 animals

○1719
「がんになる危険を減らす［増す］」 
 reduce/increase the （r　　 ）〔　〕 cancer

○1720
「場所の有利さがある［強みを持っている］」 
 have the （a　　 ）〔　〕 location

「その機会を利用［活用］する」 
 take （a　　 ）〔　〕 the opportunity

○1721
「人間の生活に大きな影響を及ぼす」 
 have a great （i　　 ）〔　〕 human life

○1722
「顧客情報を利用することができる」 
 have （a　　 ）〔　〕 customer information
「空港に簡単に行ける［行くのに便利である］」 
 have easy （a　　 ）〔　〕 the airport

○1723
「若者の（を対象にした）調査を行う」 
 carry out a （s　　 ）〔　〕 young people

○1724
「背中に痛みがある［が痛い］」 
 have a （p　　 ）〔　〕 my back

○1725
「絵の才能がある」 
 have a （t　　 ）〔　〕 painting

○1726
「女の子を出産する」 
 give （b　　 ）〔　〕 a baby girl

○1727
「彼女は感情を表した」 
 She showed her （e　　 ）.

◆4

○1728
「皮膚と接触する」 
 come 〔　〕（c　　 ）〔　〕 my skin
「彼女と連絡を取り合っている」 
 keep 〔　〕（c　　 ）〔　〕 her

○1729
「詳しく説明する」 explain 〔　〕（d　　 ）
「計画の詳細を説明する」 
 explain （d　　 ）〔　〕 a plan

○1730
「理論上は可能だ」 It’s possible, 〔　〕（t　　 ）.
「ダーウィンの進化論」 
 Darwin’s （t　　 ）〔　〕 evolution

○1731
「対照的に，…」 〔　〕/〔　〕（c　　 ）, ...

■2 語法で覚える ― 名　詞
◆1

○1668
「運動不足」 （l　　 ）〔　〕 exercise

○1669
「日本史の専門家」 
 an （e　　 ）〔　〕 Japanese history

○1670
「環境問題に関する記事」 
 an （a　　 ）〔　〕 environmental issues
「遺失物」 a lost （a　　 ）

○1671
「少しの楽しみ［ちょっとした楽しみ］」 
 a （b　　 ）〔　〕 fun
「少し難しい」 a （b　　 ） difficult

○1672
「会社が成功する（ための）主要な要因」 
 a major （f　　 ）〔　〕 a company’s success

○1673
「コンピュータの購入についての助言」 
 （a　　 ）〔　〕 buying a computer

○1674
「広い範囲の［幅広い］知識」 
 a wide （r　　 ）〔　〕 knowledge
「値段は50ドルから80ドルの範囲です」 
 Prices （r　　 ）〔　〕 $50 〔　〕 $80.

○1675
「脳の機能」 the （f　　 ）〔　〕 the brain
「ベッドの機能を果たす［代わりになる］」 
 （f　　 ）〔　〕 a bed

○1676
「彼の人生に対する態度」 his （a　　 ）〔　〕 life

○1677
「日本の文化の一面」 
 an （a　　 ）〔　〕 Japanese culture

○1678
「教育についての政府の政策」 
 the government （p　　 ）〔　〕 education

○1679
「会話のテーマ［話題］」 
 a （t　　 ）〔　〕 conversation
「教育のテーマ［教育問題］」 
 the （t　　 ）〔　〕 education

○1703
「最近の市場の動向」 
 recent （t　　 ）〔　〕 the market
「婦人服の最新の流行」 
 the latest （t　　 ）〔　〕 women’s wear

○1704
「健康の（ための）重要な要素」 
 an important （e　　 ）〔　〕 good health

○1705
「彼女のニュースに対する反応」 
 her （r　　 ）〔　〕 the news
「その計画に対する反発［反対］」 
 a （r　　 ）〔　〕 the plan

◆2

○1706
「金を得る手段」 
 a （m　　 ）〔　〕 getting money
「インターネットによって」 
 by （m　　 ）〔　〕 the Internet

○1707
「ほかの惑星上の生物の証拠」 
 （e　　 ）〔　〕 life on other planets
「ほかの惑星に生物がいるという証拠」 
 （e　　 ）（t　　 ） there is life on other planets

○1708
「新しい英語教育の方法［教授法］」 
 a new （m　　 ）〔　〕 teaching English

 ワークシート　3-2
　※  （　　 ）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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◆3

○1776
「成功には不可欠である」 
 be （e　　 ）〔　〕 success
「それを知っていることは不可欠である」 
 It is （e　　 ）〔　〕 you 〔　〕 know that.
 ＝ It is （e　　 ）（t　　 ） you know that.

○1777
「状況に適切である［ふさわしい］」 
 be （a　　 ）〔　〕 a situation
「結婚式にジーンズをはいて行くのは適切ではない」 
  It’s not （a　　 ）〔　〕 wear jeans to a 

wedding.
「正装をするのが適切です」 
  It is （a　　 ）（t　　 ） you wear formal 

dress.

○1778
「（ＡとＢとの）重要な関係」 
 a （s　　 ） relationship (〔　〕 A （a　 ） B)
「（ＡとＢとの）著しい違い」 
 a （s　　 ） difference (〔　〕 A （a　 ） B)
「彼らがそのことに気づいたということが重要である」 
 It is （s　　 ）（t　　 ） they recognized that.

○1779
「明らかな違い」 （o　　 ） differences
「彼が彼女を愛しているのは明らかだ」 
 It is （o　　 ）（t　　 ） he loves her.

◆4

○1793
「世界経済」 the （g　　 ） economy
「地球環境」 the （g　　 ） environment

○1794
「完全な成功［大成功］」 a （c　　 ） success
「任務を完了する」 （c　　 ） a task

○1795
「大人の犬［成犬］」 an （a　　 ） dog

○1796
「治療」 （m　　 ） care

○1797
「正答」 a （c　　 ） answer
「誤りを正す」 （c　　 ） a mistake [an error]

○1798
「複雑なシステム」 a （c　　 ） system
「ショッピングとオフィスの複合施設」 
 a shopping and office （c　　 ）

○1799
「現在の状況」 the （c　　 ） situation
「海流」 an ocean （c　　 ）

○1800
「古代に」 in （a　　 ） times

○1801
「否定的な態度」 a （n　　 ） attitude

○1802
「プロの音楽家」 a （p　　 ） musician

○1803
「（私の）母語」 my （n　　 ） language

○1804
「全世界」 the （e　　 ） world

○1805
「普通［通常］の生活」 a （n　　 ） life

○1806
「座り心地のよいいす」 a （c　　 ） chair

○1807
「潜在的な危険性」 a （p　　 ） risk

○1808
「化学製品」 （c　　 ） products
「危険な化学物質」 dangerous （c　　 ）

○1809
「財政支援」 （f　　 ） support

○1810
「ひどい事故」 a （t　　 ） accident

○1811
「普通の人々」 （o　　 ） people

「古いものと新しいものの対比」 
 a （c　　 ）〔　〕 the old （a　 ） the new

○1732
「4,000キロ離れたところに［で］」 
 〔　〕 a （d　　 ）〔　〕 4,000 kilometers
「東京から大阪までの距離」 
 the （d　　 ）〔　〕 Tokyo 〔　〕 Osaka

○1733
「そのプロジェクトは現在進行中です」 
 The project is now 〔　〕（p　　 ）.
「英語が順調に［大いに］上達する」 
 make good （p　　 ）〔　〕 English

○1734
「この（ことの）結果，…」 
 〔　〕 a （c　　 ）〔　〕 this, ...
「彼の行動の［がもたらす］結果」 
 the （c　　 ）〔　〕 his actions

○1735
「プロジェクトは予定どおりです」 
 The project is 〔　〕（s　　 ）.
「2017年5月にオープンする予定になっている」 
 be （s　　 ）〔　〕 open in May 2017.

■3 語法で覚える ― 形容詞
◆1

○1765
「今晩，部屋はありますか［空いていますか］」 
 Is there a room （a　　 ）〔　〕 tonight?
「一般の人が利用［購入］できる」 
 be （a　　 ）〔　〕 the public
「今晩，食事の時間はありますか［食事はいかがですか］」 
 Are you （a　　 ）〔　〕 dinner this evening?

○1766
「日本に特有である」 be （u　　 ）〔　〕 Japan
「ユニークな体験」 a （u　　 ） experience

○1767
「その事故に責任がある」 
 be （r　　 ）〔　〕 the accident
「質問に答える責務がある［担当である］」 
 be （r　　 ）〔　〕 answering questions

○1768
「その歌は私にはなじみがない」 
 The song is not （f　　 ）〔　〕 me.
「私はロックはよく知らない」 
 I am not （f　　 ）〔　〕 rock music.

○1769
「6の5倍は30に等しい」 
 Five times six is （e　　 ）〔　〕 thirty.
「6の5倍は30に等しい」 
 Five times six （e　　 ） thirty.

◆2

○1770
「成田からの便は10時30分に到着の予定です」 
  The flight from Narita is （d　　 ）〔　〕 

10:30.
「飛行機は10時30分に到着する予定です」 
 The plane is （d　　 ）〔　〕 arrive at 10:30.
「悪天候のため中止される」 
 be called off （d　　 ）〔　〕 bad weather

○1771
「ニュースに〔を聞いて〕驚く」 
 be （s　　 ）〔　〕 the news
「…ということを知って驚く」 
 be （s　　 ）〔　〕 learn （t　　 ） ...

○1772
「彼は人を助けるのをいとわない［快く人助けをする］」 
 He is （w　　 ）〔　〕 help others.

○1773
「その仕事は彼に適している」 
 The job is （s　　 ）〔　〕 him.

○1774
「前向きな［積極的な］態度」  a （p　　 ） attitude
「彼は仕事に前向きである」 
 He is （p　　 ）〔　〕 his work.
「私は彼が成功すると確信している」 
 I’m （p　　 ）（t　　 ） he will succeed.

○1775
「その重要性に気づいている」 
 be （a　　 ）〔　〕 the importance
「それが大変重要であることに気づいている」 
 be （a　　 ）（t　　 ） it is very important

Ⓒ KAGENSHA


