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○3630
「新しい仕事にわくわくしている」 
 be （t　　 ）〔　〕 my new job
「彼の結婚の話を聞きわくわくする［興奮する］」 
 be （t　　 ）〔　〕 hear about his wedding

○3631
「彼は目標を実現するためにすべてを犠牲にした」 
  He （s　　 ） everything 〔　〕 achieve his 

goal.

○3646
「外出を禁じられる」 
 be （f　　 ）〔　〕 leave the house

○3647
「何が彼女に減量させた［するよう刺激した］のだろう？」 
 What （p　　 ） her 〔　〕 lose weight?
「それは全国的な抗議（運動）を引き起こした」 
 It （p　　 ） a nation-wide protest.
「迅速な返事」 a （p　　 ） reply

○3648
「痛みを和らげる」 （r　　 ） pain
「その知らせに安心する」 
 be （r　　 ）〔　〕 the news
「彼女が無事だと聞いて安心する」 
 be （r　　 ）〔　〕 hear that she was safe

○3649
「（…の）生産をやめる」 
 （c　　 ） the production (of ...)
「機能をやめる［しなくなる］」 
 （c　　 ） functioning [〔　〕 function]

○3650
「彼女の考えに賛成してもいいと思う」 
 be （i　　 ）〔　〕 agree with her idea
「他人を悪く言う傾向がある［悪く言いがちである］」 
 be （i　　 ）〔　〕 speak ill of others

○3651
「会議を再開する」 （r　　 ）the conference
「その問題の討議を再開する」 
 （r　　 ）discussing the issue

○3652
「彼女に行かないよう懇願する［頼む］」 
 （b　　 ） her not 〔　〕 go

「彼女は母親に行く許可を懇願した［行かせてくれるよ
うせがんだ］」 
  She （b　　 ） her mother 〔　〕 permission 

to go.
「（あなた）の許しを請う」 （b　　 ） your pardon

○3653
「記録を秘密にすることを義務づけられている」 
 be （o　　 ）〔　〕 keep the records secret

○3654
「研究所に入る権利［資格］が与えられている」 
 be （e　　 ）〔　〕 enter the laboratory
「『スターウォーズ』という題名の映画」 
 a movie （e　　 ） “Star Wars”

◆5

○3655
「その小説の意味を把握する［理解する］」 
 （g　　 ） the meaning of the story
「作家が何を言わんとしているかを把握する［理解する］」 
 （g　　 ）（w　　 ） the writer means

○3656
「競馬（の1レース）に100ドル賭ける」 
 （b　　 ） $100 〔　〕 a horse race
「彼がテストに合格しないほうに10ドル賭ける」 
  （b　　 ） (you) $10 （t　　 ） he won’ t pass 

the test

○3657
「品質と安全性を（あなたに）保証する」 
 （a　　 ） you 〔　〕 the quality and safety
「わが社の製品は完全に安全であることを（あなたに）
保証する」 
  （a　　 ） you （t　　 ） our products are 

completely safe

○3658
「彼は車のコレクションを自慢する」 
 He （b　　 ）〔　〕 his collection of cars.
「彼は立派なクラシックカーのコレクションがあることを
自慢する」 
  （b　　 ）（t　　 ） he has a fine collection of 

classic cars

○3659
「それは事実ではないと断言する［主張する］」 
 （a　　 ）（t　　 ） it is not true

■1 語法で覚える ― 動詞
◆1

○3610
「地球上から消える」 （v　　 ）〔　〕 the Earth

○3611
「暴力に訴える」 （r　　 ）〔　〕 violence

○3612
「容疑を否認し続ける」 
 （p　　 ）〔　〕 denying the charge
「痛みが続く」 the pain （p　　 ）

○3613
「メーカーと交渉する」 
 （n　　 ）〔　〕 a manufacturer

○3614
「（空中に）跳び上がった」 （l　　 ）〔　〕 the air
「チャンスに飛びつく」 
 （l　　 ）〔　〕 the chance

○3615
「海底に降下する」 
 （d　　 ）〔　〕 the bottom of the sea
「移民の子孫である」 
 be （d　　 ）〔　〕 immigrants

○3616
「成田からニューヨークに向けて出発する」 
 （d　　 ）〔　〕 Narita 〔　〕 New York

○3617
「ごみを処分する［捨てる］」 
 （d　　 ）〔　〕 garbage

○3618
「戦場から逃げる」 （f　　 ）〔　〕 a battlefield
「国を捨てる［国外に逃げる］」 
 （f　　 ） the country

○3619
「喫煙を控える」 （r　　 ）〔　〕 smoking

○3620
「山 に々こだまする」 （e　　 ）〔　〕 the mountains

○3621
「悲しそうな目で彼を見つめる」 
 （g　　 ）〔　〕 him 〔　〕 sad eyes

○3622
「大統領を辞任する」 （r　　 ）〔　〕 president

○3623
「彼に向かって止まれ［やめろ］とどなる」 
 （y　　 ）〔　〕 him 〔　〕 stop

○3624
「テレビゲーム市場から撤退する」 
 （r　　 ）〔　〕 the TV game market
「忙しい生活から退く」 （r　　 ）〔　〕 a busy life

◆2

○3625
「警告のサインに先行される［兆候がある］」 
 be （p　　 ） by warning signs

○3626
「彼の言葉に感情を害される［むっとする］」 
 be （o　　 ） by his remarks

◆3

○3627
「私に10ドル貸してくれない？」 
 Can you （l　　 ） me $10?
「いくらかの金を友だちに貸す」 
 （l　　 ） some money 〔　〕 a friend
「ローンを組む［金を借りる］」  take out a （l　　 ）

○3628
「あなたの美しい髪をうらやむ［がうらやましい］」 
 （e　　 ） you your beautiful hair

◆4

○3629
「会議を続ける」 （p　　 ）〔　〕 a meeting
「次の問題に進む」 
 （p　　 ）〔　〕 the next question
「次に動議を討議する」 
 （p　　 ）〔　〕 discuss the motions

 ワークシート　6-1
　※  （　　 ）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。



4 5

○3714
「3×5＝15」 
 Three （m　　 ）〔　〕 five is fifteen.
「喫煙は肺がんのリスクを増加させる」 
 Smoking （m　　 ） the risk of lung cancer.

○3715
「神が祝福してくれますように［お大事に］」 
 God （b　　 ） you.
「天然資源に恵まれている」 
 be （b　　 ）〔　〕 natural resources

○3716
「家具を柔らかい布で磨く」 
 （p　　 ） furniture 〔　〕 a soft cloth
「英語に磨きをかける」 
 （p　　 ） (〔　〕) your English

○3717
「理論を新しい証拠で補強する［強固にする］」 
 （r　　 ） a theory 〔　〕 new evidence

○3718
「彼の演奏［演技］におもしろがる」 
 be （a　　 ） 〔　〕 his performance

○3719
「髪をタオルでふく」 
 （r　　 ） my hair 〔　〕 a towel
「クリームを皮膚に擦り込む」 
 （r　　 ） cream 〔　〕 my skin
③

○3720
「元のサイズの半分に縮む」 
 （s　　 ）〔　〕 half its original size

○3721
「男を情報を盗んだ罪で告発する」 
 （a　　 ） a man 〔　〕 stealing information

○3722
「彼から（…する）機会を奪う」 
 （r　　 ） him 〔　〕 an opportunity (to do)

○3723
「知識を一世代から次の世代へ伝える」 
  （t　　 ） knowledge 〔　〕 one generation 
〔　〕 another

「蚊に刺されることで伝染する」 
 be （t　　 ） 〔　〕 mosquito bites

○3724
「彼女は財産を祖母から相続した」 
  She （i　　 ） a fortune 〔　〕 her grandmother.
「彼女は美しい声を母から受け継いだ」 
  She （i　　 ） a beautiful voice 〔　〕 her mother.

○3725
「一節を本から引用する」 
 （q　　 ） a passage 〔　〕 a book
「（彼に）修理代を200ドルと見積もる」 
 （q　　 ） (him) $200 〔　〕 repairs

○3726
「競争から撤退する［競技を棄権する］」 
 （w　　 ）〔　〕 the competition
「（彼の）前言を撤回する」 
 （w　　 ） his previous remarks
「50ドルを銀行口座から引き出した」 
 （w　　 ） $50 〔　〕 my account

○3727
「人々から自由を奪う」 
 （d　　 ） people 〔　〕 their freedom

○3728
「（彼の）身元を他人から隠す」 
 （c　　 ） his identity 〔　〕 others

○3729
「フライトレコーダーを海底から回収する」 
  （r　　 ） the flight recorder 〔　〕 the ocean 

floor

○3752
「油をオリーブの実から搾り出す」 
 （e　　 ） oil 〔　〕 olives

○3753
「事故を起した罪で告訴される」 
 be （s　　 ）〔　〕 causing an accident
「その会社に対して（賠償金として）100万ドルを
求める訴訟を起こす」 
  （s　　 ） the company 〔　〕 $1 million (in 

damages)

○3754
「水をプールから抜く」 
 （d　　 ） water 〔　〕 the pool
「風呂の水を抜く」 （d　　 ） the bath

○3660
「何かを彼女にささやく」 
 （w　　 ） something 〔　〕 her
「それらは事実ではないのではないかとひそひそ話す」 
 （w　　 ）（t　　 ） they are not true
「ひそひそ声で話す」 speak 〔　〕 a （w　　 ）

○3661
「犯行を白状［告白］する」 
 （c　　 ）〔　〕 a crime
「うそをついたことを白状［告白］する」 
 （c　　 ）〔　〕 lying
「彼はうそをついたことを白状［告白］した」 
 He （c　　 ）（t　　 ） he lied.

◆6
①

○3662
「高い税金をぜいたく品に課す」 
 （i　　 ） heavy taxes 〔　〕 luxury goods
「（彼の）信念を他人に押しつける」 
 （i　　 ） his beliefs 〔　〕 others

○3663
「（彼女の）人生を貧しい人を助けることに捧げる」 
 （d　　 ） her life 〔　〕 helping the poor
「（彼の）歌を妻に捧げる」 
 （d　　 ） his song 〔　〕 his wife

○3664
「製品をテレビで宣伝する」 
 （a　　 ） their products 〔　〕 television
「求人広告を出す」 （a　　 ）〔　〕 employees

○3665
「クラスを4つのグループに分ける」 
 （s　　 ） the class 〔　〕 four groups
「利益を私たち4人で分ける」 
 （s　　 ） the profit 〔　〕 the four of us

○3666
「1,000ドルをユニセフに寄付する」 
 （d　　 ） $1,000 〔　〕 UNICEF
「献血する［臓器を提供する］」 
 （d　　 ） blood/organs

○3704
「空いっぱいに散らばっている」 
 be （s　　 ）〔　〕 the sky
「星が散らばって［散りばめられて］いる」 
 be （s　　 ）〔　〕 stars

○3705
「親会社に統合される」 
 be （i　　 ）〔　〕 the parent company
「日本社会に溶け込む」 
 （i　　 ）〔　〕 Japanese society

○3706
「コーヒーをテーブルの上にこぼす」 
 （s　　 ） coffee 〔　〕 the table
「床の上にあふれ出る」 
 （s　　 ） out 〔　〕 the floor

○3707
「だまされて安物を買う」 
 be （d　　 ）〔　〕 buying cheap goods

○3708
「狭い地域［部分］に限られている」 
 be （c　　 ）〔　〕 a small area
「ベッドにとどめられる［寝たきりである］」 
 be （c　　 ）〔　〕 bed
②

○3709
「（彼らの）サービスの悪さにいらいらする」 
 be （f　　 ）〔　〕 their poor service

○3710
「（私に）会釈であいさつする」 
 （g　　 ） me 〔　〕 a nod
「大きな歓声で迎えられる」 
 be （g　　 ）〔　〕 loud cheers

○3711
「部屋を花で飾る」 
 （d　　 ） a room 〔　〕 flowers

○3712
「交通渋滞でいらいらする」 
 be （i　　 ） 〔　〕 traffic jams

○3713
「牛乳を小麦粉と混ぜ合わせる」 
 （b　　 ） milk 〔　〕 flour
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○3755
「レモンから果汁を絞り出す」 
 （s　　 ） juice 〔　〕 lemon
「混んでいるエレベーターに無理やり乗り込む」 
 （s　　 ）〔　〕 the packed elevator

○3756
「彼は帰宅が遅いと娘をしかった」 
  He （s　　 ） his daughter 〔　〕 coming 

home late.

○3757
「ライトを天井からつるす」 
 （s　　 ） a light 〔　〕 the ceiling
「彼の運転免許は6か月間停止された」 
  His driver’s license was （s　　 ）〔　〕 six 

months.
「彼は運転免許を6か月間停止された」 
  He had his driver’s license （s　　 ）〔　〕 

six months.

○3758
「数学の試験でカンニングをする」 
 （c　　 ）〔　〕/〔　〕 a math test
「彼女をだまして全財産を奪う」 
 （c　　 ） her 〔　〕〔　〕 all her money

○3759
「裸になる」 （s　　 ） naked

「枝を木から取り去る［落とす］」 
 （s　　 ） branches 〔　〕 a tree
「彼からタイトル［選手権］をはく奪する」 
 （s　　 ） him 〔　〕 his title

○3760
「大理石で仏像を彫る」 
 （c　　 ） a Buddha 〔　〕 marble 
  [（c　　 ） marble 〔　〕 a Buddha]
「年度予算を10％削減する」 
 （c　　 ） 10% 〔　〕 the annual budget
④

○3761
「提案を不可能なこととして退ける」 
 （d　　 ） the proposal 〔　〕 impossible
「怠慢のため解雇される」 
 be （d　　 ） (〔　〕 his job) 〔　〕 neglect

○3762
「一節をその本から引用する」 
 （c　　 ） a passage 〔　〕 the book
「（…の）良い例として中国を挙げる」 
 （c　　 ） China 〔　〕 a good example (of ...)

Ⓒ KAGENSHA


