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○2327
「流行している［廃れている］」 
 be 〔　〕 [〔　〕 of] （f　　 ）

○2328
「このような状況では」 〔　〕 the （c　　 ）

○2346
「私の主義に反する」 be 〔　〕 my （p　　 ）
「原則的に（は）」 〔　〕（p　　 ）

○2347
「大［小］規模で」 〔　〕 a large/small （s　　 ）
「5段階評価では」 〔　〕 a （s　　 ）〔　〕 1 to 5

○2348
「海の底［海底］に」 
 〔　〕 the （b　　 ）〔　〕 the sea

○2349
「国際化の背景に照らして」 
 〔　〕 the （c　　 ）〔　〕 globalization
「文章の文脈に照らして」 
 〔　〕 the （c　　 ）〔　〕 the passage

○2350
「時々［たびたび］」 〔　〕（o　　 ）
「（彼女の）結婚を機に［記念して］」 
 〔　〕 the （o　　 ）〔　〕 her marriage

○2351
「町のはずれに」 〔　〕 the （e　　 ）〔　〕 the town
「鋭い刃」 a sharp （e　　 ）

○2352
「一杯飲みたい気分である」 
 be 〔　〕 the （m　　 ）〔　〕 a drink
「よい機嫌で［不機嫌で］」 
 〔　〕 a good/bad （m　　 ）

○2353
「喜んで歓声を上げる」 shout 〔　〕/〔　〕 （j　　 ）

○2354
「在庫がある［切れている］」 
 be 〔　〕 [〔　〕 of] （s　　 ）
「株価」 （s　　 ） prices

○2355
「ピーク［頂点］である」 
 be 〔　〕 its/their （p　　 ）

「旅行シーズンのピークで」 
 〔　〕 the （p　　 ）〔　〕 the tourist season

○2356
「驚いた口調で」 〔　〕 a surprised （t　　 ）

○2357
「ほっとして」 〔　〕（r　　 ）
「地震被災者への救援（物資）」 
 （r　　 ）〔　〕 the victims of the earthquake

○2358
「安全（性）のために」 
 〔　〕 the （s　　 ）〔　〕 safety

○2359
「彼女に借金をしている」 
 be 〔　〕（d　　 ）〔　〕 her

○2360
「木の影の中で［木陰で］」 
 〔　〕 the （s　　 ）〔　〕 a tree

○2361
「木陰で休む」 
 rest 〔　〕 the （s　　 ）〔　〕 a tree

◆4

○2362
「他人に害を与える［加える］」 
 do （h　　 ）〔　〕 others

○2363
「利益を上げる」 make a （p　　 ）

○2364
「その映画についていくつかコメントする」 
 make some （c　　 ）〔　〕 the movie

○2365
「目標を定める」 set a （t　　 ）

○2366
「収入に対して10％の税金を払う［10％の所得税を払う］」 
 pay 10% （t　　 ）〔　〕 his income / 
 pay 10% income （t　　 ）
「10％課税されている」 be （t　　 ）〔　〕 10%

○2367
「1等賞を獲得する」 win (the) first （p　　 ）

○2368
「政府への信頼を失う」 
 lose （c　　 ）〔　〕 the government

■2 語法で覚える ― 名詞
◆1

○2309
「彼女の努力に対する報酬［ほうび］」 
 a （r　　 ）〔　〕 her hard work

○2310
「たくさんの果物と野菜」 
 （p　　 ）〔　〕 fruits and vegetables

○2311
「コミュニケーションの革命」 
 a （r　　 ）〔　〕 communication

○2312
「環境に関する国連会議」 
 a UN （c　　 ）〔　〕 the environment

○2313
「血の流れ［血流］」 a （s　　 ）〔　〕 blood

○2314
「科学と技術に関する委員会」 
 a （c　　 ）〔　〕 science and technology

○2315
「大統領選挙」 an （e　　 ）〔　〕 president

○2316
「新聞紙の山」 a （p　　 ）〔　〕 newspapers
「新聞紙を積み重ねる」 
 （p　　 ） the newspapers 〔　〕

○2317
「病気に対する防御」 （d　　 ）〔　〕 disease

◆2

○2318
「売り上げを増やすための戦略」 
 a （s　　 ）〔　〕 increase sales

○2319
「エネルギーを節約する［省エネの］キャンペーン」 
 a （c　　 ）〔　〕 save energy
「喫煙に反対する［禁煙］キャンペーン」 
 a （c　　 ）〔　〕 smoking

○2320
「政治に参加する義務」 
 a （d　　 ）〔　〕 participate in politics
「輸入品に対する20％の関税」 
 a 20% （d　　 ）〔　〕 the imports

○2321
「この賞をいただくのは大変な名誉［光栄］です」 
 It’s a great （h　　 ）〔　〕 receive this award.
「大統領に会うという栄誉を得る」 
 have the （h　　 ）〔　〕 meeting the President
「新社長（の就任）を祝うパーティー」 
 a party 〔　〕（h　　 ）〔　〕 the new president

○2322
「輸出を拡大する任務」 
 a （m　　 ）〔　〕 expand exports
「国際宇宙ステーションへの飛行任務［ミッション］」 
  a （m　　 ）〔　〕 the International Space 

Station

○2323
「危険に立ち向かう勇気がある」 
 have the （c　　 ）〔　〕 face danger

○2324
「大統領の私生活についてのうわさ」 
 a （r　　 ）〔　〕 the President’s private life
「彼女が結婚するといううわさ」 
 a （r　　 ）（t　　 ） she is getting married

◆3

○2325
「3対2（のスコア）で勝利する」 
 win 〔　〕 a （s　　 ）〔　〕 3-2

○2326
「親とティーンエイジャーとの対立」 
 a （c　　 ）〔　〕 parents （a　 ） teenagers
「互いに対立している［相いれない］」 
 be 〔　〕（c　　 ）〔　〕 each other
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○2419
「彼に腹を立てている」 be （m　　 ）〔　〕 him
「彼女の誕生日を忘れたことを怒っている」 
 be （m　　 ）〔　〕 forgetting her birthday

◆2

○2420
「その出来事に動揺している」 
 be （u　　 ）〔　〕 the incident
「彼女が彼を怒っていることに動揺している」 
 be （u　　 ）（t　　 ） she is mad 〔　〕 him

○2421
「私たちの文化を誇りに思う」 
 be （p　　 ）〔　〕 our culture
「その賞を受けることを誇りに思う」 
 be （p　　 ）〔　〕 receive the award

○2422
「試験の結果が不安である［心配だ］」 
  be （a　　 ）〔　〕 the results 〔　〕 the 

examination
「平和を切望している」 be （a　　 ）〔　〕 peace
「結婚することを強く望んでいる」 
 be （a　　 ）〔　〕 get married

○2423
「とても怠惰で［無精で］外出しない」 
 be 〔　〕（l　　 ）〔　〕 go out
「けだるい夏の午後」 
 a （l　　 ） summer afternoon

○2424
「彼のアドバイスに感謝している」 
 be （g　　 ） (〔　〕 him) 〔　〕 his advice
「彼が私にその助言をくれたことを感謝している」 
 be （g　　 ）（t　　 ） he gave me the advice

◆3

○2425
「だれに対しても礼儀正しい」 
 be （p　　 ）〔　〕 anyone
「ドアを押さえていてくれるなんて彼は礼儀正しい人だ」 
  It was （p　　 ）〔　〕 him 〔　〕 hold the door 

for me.

○2426
「彼のアドバイスを求めるとはあなたは賢明だ」 
 It is （w　　 ）〔　〕 you 〔　〕 ask his advice.

○2459
「彼の申し出を断るとはあなたは愚かだ」 
 It is （s　　 ）〔　〕 you 〔　〕 refuse his offer.

○2460
「同じ失敗をするなんて私は愚かだ」 
  It is （s　　 ）〔　〕 me 〔　〕 have made the 

same mistake.

○2461
「その計画に反対の投票をするとはあなたは勇敢だ」 
  It is （b　　 ）〔　〕 you 〔　〕 vote against the 

plan.

○2462
「こんな天気に泳ぐとは彼は正気ではない」 
  It is （c　　 ）〔　〕 him 〔　〕 swim in this 

weather.
「コンピュータゲームに夢中である」 
 be （c　　 ）〔　〕 computer games

◆4

○2463
「両方に公平である」 be （f　　 ）〔　〕 both sides
「地球温暖化が人間によって引き起こされていると言う
のは適切である［差し支えない］」 
  It is （f　　 ）〔　〕 say （t　　 ） global warming 

is caused by humans.

○2464
「地球温暖化を止める必要があるのは明らかだ」 
  It is （p　　 ）（t　　 ） we need to stop global 

warming.
「平易な英語で」 〔　〕（p　　 ） English

○2465
「地球温暖化を信じない科学者がいるのは奇妙だ」 
  It is （o　　 ）（t　　 ） some scientists don’ t 

believe in global warming.
「奇数」 an （o　　 ） number

◆5

○2466
「膨大な量［数］の…」 
 a （v　　 ） amount/number 〔　〕 ...

「（自分に）自信がある」 
 have （c　　 ）〔　〕 myself

○2369
「指示［取扱説明書］に従う」  follow the （i　　 ）
「コンピュータの使い方の説明書」 
 （i　　 ）〔　〕（h　　 ）〔　〕 use a computer

○2370
「間違いをする［犯す］」 make an （e　　 ）

○2371
「戦い［闘い］に勝つ［負ける］」 
 win/lose a （b　　 ）
「がんとの闘い」 a （b　　 ）〔　〕 cancer

○2372
「（彼の）友だちにいたずらをする」 
 play （t　　 ）〔　〕 his friends

○2373
「彼は（彼の）仕事を誇りに思っている」 
 He takes （p　　 ）〔　〕 his work.
「彼は（彼の）仕事を誇りにしている」 
 He （p　　 ） himself 〔　〕 his work.

○2374
「わなを仕掛ける」  set a （t　　 ）
「車に閉じ込められる」 be （t　　 ）〔　〕 the car

○2396
「境界［国境］を越える」 cross the （b　　 ）

○2397
「彼をばかにする［からかう］」 
 make a （f　　 ）〔　〕 him
「だまされてその話を信じる」 
 be （f　　 ）〔　〕 believing the story

○2398
「コンテストに参加する」 enter a （c　　 ）

○2399
「人間の本性［人間性］に信頼を置いている」 
 have （f　　 ）〔　〕 human nature

○2400
「頭に傷を受ける［負う］」 
 receive a （w　　 ）〔　〕 the head
「その攻撃で負傷する」 
 be （w　　 ）〔　〕 the attack

○2401
「勝利を得る［収める］」 win a （v　　 ）

○2402
「旗を掲げる」 raise a （f　　 ）

■3 語法で覚える ― 形容詞
◆1

○2411
「スペインから独立する」 
 become （i　　 ）〔　〕 Spain

○2412
「講演することで緊張している」 
 be （n　　 ）〔　〕 giving a lecture
「神経系」 the （n　　 ） system

○2413
「観光に理想的［最適］である」 
 be （i　　 ）〔　〕 sightseeing

○2414
「私の上役である」 be （s　　 ）〔　〕 me
「お年寄り」 a （s　　 ） citizen
「私より2歳年長である」 
 be two years my （s　　 ）

○2415
「自分自身に正直である」 
 be （h　　 ）〔　〕 yourself
「（彼女は）自分の感情に正直である」 
 be （h　　 ）〔　〕 her feelings

○2416
「私より役職が下である」 be （j　　 ）〔　〕 me
「私より2歳年少である」 
 be two years my （j　　 ）

○2417
「目が見えなくなる」 go （b　　 ）
「（彼は）自分の能力に気づかない」 
 be （b　　 ）〔　〕 his own ability

○2418
「殺人未遂罪で有罪になる」 
 be found （g　　 ）〔　〕 attempted murder
「彼女の誕生日を忘れて後ろめたい［気がとがめる］」 
 feel （g　　 ）〔　〕 forgetting her birthday
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「広大な地域」 a （v　　 ） area

○2467
「膨大な量［数］の…」 
 an （e　　 ） amount/number 〔　〕 ...

○2468
「つまらない［退屈な］演説」  a （b　　 ） speech

○2469
「急速な成長［発展］」 
 （r　　 ） growth/development

○2470
「ナイフとフォークを使う適切な［正しい］方法」 
 the （p　　 ） way 〔　〕 use a knife and fork

○2471
「商業的成功［失敗］」  a （c　　 ） success/failure
「テレビコマーシャル」 television （c　　 ）

○2472
「大声で」 〔　〕 a （l　　 ） voice

○2473
「空きびん」 an （e　　 ） bottle
「かばんを空にする」 （e　　 ） a bag

○2474
「正式な合意」  a （f　　 ） agreement
「改まった言葉づかい」 （f　　 ） language

○2475
「知能が高い動物」 an （i　　 ） animal

○2476
「堅い決心」 a （f　　 ） decision

○2477
「法に訴える［訴訟を起こす］」 take （l　　 ） action
「法定制限速度」 the （l　　 ） speed limit

○2478
「年配の女性」 an （e　　 ） woman

○2479
「軍事行動」 （m　　 ） action

○2480
「…についての幅広い知識」 
 a （b　　 ） knowledge 〔　〕 ...

○2481
「年次報告書」 an （a　　 ） report

「年収」 an （a　　 ） income

Ⓒ KAGENSHA


