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「Aか Bか2つの選択肢がある」 
 have two （o　　 ）: A or B

○3065
「50リットルの容量」 a （c　　 ）〔　〕 50 liters
「言語を学ぶ能力［語学力］」 
 a （c　　 ）〔　〕 learning languages

○3066
「医者を開業する免許」 
 a （l　　 ）〔　〕 practice medicine
「開業医としての免許を受けている」 
 be （l　　 ）〔　〕 practice medicine

◆3

○3067
「大雨にもかかわらず外出する」 
 go out 〔　〕（s　　 ）〔　〕 the heavy rain

○3068
「グローバルな観点から考える」 
 think 〔　〕 a global （p　　 ）

○3069
「急速に成長する」 grow 〔　〕 a fast （p　　 ）

◆4

○3070
「農業に従事する」 be engaged 〔　〕（a　　 ）

○3071
「2つのカテゴリーに分類される」 
 fall into two （c　　 ）

○3072
「高品質という評判を得ている」 
 have a （r　　 ）〔　〕 quality

○3073
「怒った身ぶり［そぶり］をする」 
 make an angry （g　　 ）
「彼女に座るようジェスチャーで合図する」 
 （g　　 ）〔　〕 her 〔　〕 sit down

○3074
「旅行保険に入る」 take out travel （i　　 ）

○3075
「（私の）目的地に着く」 get 〔　〕 my （d　　 ）
「人気のある観光目的地」 
 a popular tourist （d　　 ）

○3076
「仕事の重荷に耐える［重責を担う］」 
 bear the （b　　 ）〔　〕 work

○3077
「ぜいたくに暮らす」 live 〔　〕（l　　 ）
「高級品」 （l　　 ） goods

○3078
「ごみを出す」 take out the （g　　 ）

■3 語法で覚える ― 形容詞
◆1

○3094
「政府の政策に批判的である」 
 be （c　　 ）〔　〕 the government’s policies
「将来の成功にとって重大である」 
 be （c　　 ）〔　〕 our future success
「危険な状態［危篤状態］にある」 
 be 〔　〕（c　　 ） condition

○3095
「人間の言葉を理解する能力がある」 
  be （c　　 ）〔　〕 understanding human 

languages
「有能な女性」 a （c　　 ） woman

○3096
「人間の心にとって基本［必須］である」 
 be （f　　 ）〔　〕 the human mind
「英文法の基本［基礎］」 
 the （f　　 ）〔　〕 English grammar

○3097
「礼儀作法に厳しい」 be （s　　 ）〔　〕 manners
「厳しい教師［規則］」 a （s　　 ） teacher/rule

○3098
「他社のものより優れている」 
 be （s　　 ）〔　〕 that of other companies
「上官」 a （s　　 ） officer

○3099
「英語が流暢である」 be （f　　 ）〔　〕 English
「流暢な英語を話す［書く・読む］」 
 speak/write/read （f　　 ） English

○3100
「（彼の）行動に一貫性がある」 

■2 語法で覚える ― 名　詞
◆1

○3030
「大気汚染の程度」 the （e　　 ）〔　〕 air pollution
「ある程度は」 〔　〕 a certain （e　　 ）　　　

○3031
「他校の生徒との交流」 
 （i　　 ）〔　〕 students from other schools
「心と体の相互作用」 
 the （i　　 ）〔　〕 mind （a　） body

○3032
「高速通信時代」 
 the （e　　 ）〔　〕 rapid communication
「明治時代」 the Meiji （e　　 ）

○3033
「大量の二酸化炭素」 
 a large （q　　 ）〔　〕 carbon dioxide
「大量に」 〔　〕 （q　　 ）

○3034
「人口の大きな割合［大部分］」 
 a large （p　　 ）〔　〕 the population
「クラス内の女子に対する男子の割合［男女の比率］」 
 the （p　　 ）〔　〕 boys 〔　〕 girls in the class

○3035
「選挙の結果」 the （o　　 ）〔　〕 the election

○3036
「2国間の協力」 （c　　 ）〔　〕 the two countries

○3037
「水泳プール200個の水に相当するもの（水）」 
  the （e　　 ）〔　〕 200 swimming pools of 

water
「（高さが）30階建てのビルと同等である」 
 be （e　　 ）〔　〕 a 30-story building

○3038
「ヨーロッパからオーストラリアへの移民」 
 （i　　 ）〔　〕 Europe 〔　〕 Australia

○3039
「胃がんの症状」 a （s　　 ）〔　〕 stomach cancer

○3040
「人間性に対する洞察」 
 an （i　　 ）〔　〕 human nature

○3041
「400万ドルの予算」 a （b　　 ）〔　〕 $4 million
「プロジェクト（のための）予算」 
 the （b　　 ）〔　〕 a project

○3042
「事故の原因（究明）の手がかり」 
 a （c　　 ）〔　〕 the cause of the accident

○3043
「国際間コミュニケーションの障害」 
 a （b　　 ）〔　〕 international communication
「文化の（障）壁」 a cultural （b　　 ）

○3044
「結婚の手続き」 the （p　　 ）〔　〕 getting married

○3045
「経済発展の障害」 
 an （o　　 ）〔　〕 economic growth

○3046
「20％の特別割引」 a special （d　　 ）〔　〕 20%
「20％割引されている」 be （d　　 ）〔　〕 20%

○3047
「彼のサッカーへの情熱」 
 his （p　　 ）〔　〕 football

○3048
「その職への志願者」 a （c　　 ）〔　〕 the job

○3049
「2人の姉妹の強いきずな」 
 a strong （b　　 ）〔　〕 the two sisters

◆2

○3050
「家で働く［在宅勤務］という選択（肢）」 
 the （o　　 ）〔　〕 working at home
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○3115
「私たちの成功のために非常に重要［不可欠］である」 
 be （c　　 ）〔　〕 our success
「気候変動に注意を払うことが非常に重要だ」 
  It is （c　　 ）（t　　 ） we pay attention to 

climate change.

○3125
「（私たちの）健康にとって極めて重要［不可欠］である」 
 be （v　　 ）〔　〕 our health
「私たちが直ちに行動を起こすことが極めて重要だ」 
  It is （v　　 ）（t　　 ） we take action 

immediately.
「生命維持に不可欠な器官」 （v　　 ） organs

○3126
「宇宙の起源に興味がある」 
 be （c　　 ）〔　〕 the origin of the universe
＝  be （c　　 ）〔　〕 know （h　　） the universe 

began
「彼女がそのことを言わなかったのは妙だ」 
 It’s （c　　 ）（t　　 ） she didn’ t say that.

○3127
「魅惑的な海洋動物」 （f　　 ） sea animals
「深海に生息する生物を見るのは魅惑的である［とても
おもしろい］」 
  It’s （f　　 ）〔　〕 see creatures living in 

the deep sea.

○3128
「深海にそれほど多くの美しい生物が生息しているとい
うことは信じられない」 
  It’s （i　　 ）（t　　 ） so many beautiful 

creatures are living in the deep sea.
「驚くべき［抜群の］記憶力」 an （i　　 ） memory

◆5

○3129
「全体像」 the （o　　 ） picture

○3130
「絶え間のない…の流れ」 a （c　　 ） flow 〔　〕 ...
「一定の速度で」  〔　〕 a （c　　 ） speed

○3131
「都市部に住む」 live in an （u　　 ） area

○3132
「正確な情報」 （a　　 ） information
「精密な時計」 an （a　　 ） clock

○3133
「1枚の白紙」 a （b　　 ） sheet of paper
「空所に記入する」 fill in the （b　　 ）

○3134
「家庭用品」 （h　　 ） products/goods
「世帯主」 the head of the （h　　 ）

○3135
「数多くの機会に［たびたび］」 
 on （n　　 ） occasions

○3136
「田園地帯［田舎］で生まれる」 
 be born in a （r　　 ） area

○3137
「（…の）国内需要」 
 the （d　　 ） demand (for ...)
「家庭内暴力」 （d　　 ） violence

○3138
「劇的な変化」 a （d　　 ） change

○3139
「人工的な光」 （a　　 ） light
「造花」 （a　　 ） flowers

○3140
「世界共通の言語」 a （u　　 ） language

○3141
「知力の発達」 （i　　 ） development

○3142
「太陽系」 the （s　　 ） system

○3143
「（物・病状・社会などが）安定した状態［容態］で」 
 〔　〕 a （s　　 ） condition

○3144
「道徳的問題」 a （m　　 ） issue
「道義的義務」 a （m　　 ） duty

○3145
「最初の［初期の］段階」 the （i　　 ） stage

 be （c　　 ）〔　〕 his behavior
「事実と矛盾しない［一致している］」 
 be （c　　 ）〔　〕 the facts

○3101
「ダンスが好きである」 be （f　　 ）〔　〕 dancing

◆2

○3102
「（あなたに）会うのに便利な［都合のよい］場所」 
 a （c　　 ） place to meet you
「私にとってバスで行くのが便利である［都合がよい］」 
 be （c　　 ）〔　〕 me 〔　〕 go by bus

○3103
「そのニュース「知らせ」にがっかりしている」 
 be （d　　 ）〔　〕 the news
「公園が閉鎖されることを知ってがっかりする」 
  be （d　　 ）〔　〕 learn (that) the park will 

be closed

○3104
「4人家族に十分である」 
 be （s　　 ）〔　〕 a family of four
「家族を養うのに十分である」 
 be （s　　 ）〔　〕 support my family

○3105
「勝利を熱望している」 
 be （e　　 ）〔　〕 a victory
「プロの選手になることを熱望している」 
 be （e　　 ）〔　〕 become a professional player

○3106
「エネルギー問題を意識している［に気づいている］」 
 be （c　　 ）〔　〕 energy problems
「エネルギー問題が深刻であることを意識している
［に気づいている］」 
  be （c　　 ）（t　　 ） the energy problem is 

serious
「意識を取り戻す」 become （c　　 ）

○3107
「（彼の）誤りを認めるのをしぶる［しぶしぶ認める］」 
 be （r　　 ）〔　〕 admit his mistake

○3108
「見知らぬ人に対して恥ずかしがる［人見知りする］」 
 be （s　　 ）〔　〕 strangers

「恥ずかしくて見知らぬ人と話ができない」 
 be 〔　〕（s　　 ）〔　〕 talk to strangers

○3109
「失敗するのは確かである［きっと失敗する］」 
 be （b　　 ）〔　〕 fail
「成田行きの便」 a flight （b　　 ）〔　〕 Narita

◆3

○3110
「私に失礼である」 be （r　　 ）〔　〕 me
「私の手紙に返事をよこさないとは彼女はとても失礼だ」 
  It is very （r　　 ）〔　〕 her not 〔　〕 answer 

my letter.

○3111
「困っている人に親切である」 
 be （g　　 ）〔　〕 people in need
「彼は金を気前よく使う」 
 He is （g　　 ）〔　〕 his money.
「困っている人を助けるとは彼は本当に親切です」 
  It is very （g　　 ）〔　〕 him 〔　〕 help people 

in need.

◆4

○3112
「あの日から10年も過ぎたなんて驚きだ」 
  It’s （a　　 ）（t　　 ） 10 years have passed 

since that day.
「いかに時が早く過ぎるのかは驚きだ」 
 It’s （a　　 ）（h　　 ） fast time flies.
「見事な［おいしい］食事」  an （a　　 ） meal

○3113
「物価が再び上がるだろうと考えるのは理にかなっている」 
  It’s （r　　 ）〔　〕 assume that prices will 

rise again.
「妥当な［手ごろな］値段」 a （r　　 ） price

○3114
「これほど多くの人が集まったとは驚くべきことだ」 
  It’s （r　　 ）（t　　 ） so many people have 

come together.
「注目すべき［めざましい］業績」 
 a （r　　 ） achievement

Ⓒ KAGENSHA


