
2 3

「飛行恐怖症を克服する」 
 （c　　 ） the fear of flying

○3945
「体重を落とす」 （s　　 ） weight
「服を脱ぎ捨てる」 （s　　 ） my clothes
「血を流す」 （s　　 ） blood

○3946
「顔がはれた」 My face （s　　 ）〔　〕.
「都市部の人口が膨張した」 
 Urban population （s　　 ）.

○3947
「葉は腐敗するとき熱を出す」 
 As leaves （d　　 ）, they produce heat.

「ローマ帝国は徐々に衰退した」 
 The Roman Empire slowly （d　　 ）.

「虫歯」 tooth （d　　 ）

○3948
「はうようにしてベッドに入る」 （c　　 ）〔　〕 bed
「道路をのろのろ走る［徐行する］」 
 （c　　 ）〔　〕 the road

◆2

○3949
「厳しい規律」 strict （d　　 ）
「記憶力の訓練（法）」 （d　　 ）〔　〕 the memory

○3950
「国境」 national （b　　 ）
「人類の知識の限界［範囲］」 
 the （b　　 ）〔　〕 human knowledge

○3951
「住宅販売のブーム［活況］」 
 a （b　　 ）〔　〕 housing sales

「ビジネスが活況を呈している［商売が繁盛している］」 
 business is （b　　 ）

○3952
「講習［研修］会」 a training （s　　 ）
「開会中で」 〔　〕（s　　 ）

○3953
「情報をファイルに保存しておく」 
 keep information 〔　〕（f　　 ）

「苦情［請求］を提出する［申し立てる］」 
 （f　　 ） a claim

○3954
「政治的緊張」 political （t　　 ）
「筋肉の張り［こり］」 muscle （t　　 ）

○3965
「ホテルのスイートルーム」 a hotel （s　　 ）
「家具一式」 a （s　　 ）〔　〕 furniture

○3966
「彼は仲間に人気がある」 
 He is popular with his （p　　 ）.

「部屋の中をのぞき込む」 （p　　 ）〔　〕 a room

○3967
「自発性を発揮する」  show （i　　 ）
「主導権［イニシアチブ］をとる」 take the （i　　 ）

○3968
「脳卒中を起こす」 have/suffer a （s　　 ）
「猫をなでる」 （s　　 ） a cat

○3969
「コミュニケーションの新方式」 
 a new （m　　 ）〔　〕 communication

「手動［自動］モードになっている」 
 be 〔　〕 manual/automatic （m　　 ）

○3970
「幼児虐待」 child （a　　 ）
「権力の乱用」 （a　　 ）〔　〕 power

○3971
「年次総会」 an annual （c　　 ）
「社会的慣習」 a social （c　　 ）

○3972
「宗教上の儀式」 a religious （r　　 ）
「毎日の習慣」 a daily （r　　 ）

○3973
「45度の角度」　  a 45-degree （a　　 ） 

[an （a　　 ）〔　〕 45 degrees]
「異なる角度［観点］から」 
 〔　〕 a different （a　　 ）

○3974
「ベンチャービジネス」 a business （v　　 ）

■4 多様な意味を覚える
◆1

○3929
「テレビの暴力場面を規制する」 
 （r　　 ） violence shown on television

「温度を調節する」 （r　　 ） the temperature

○3930
「誤りを見落とす」 （o　　 ） mistakes
「彼の欠点を大目に見る」 （o　　 ） his faults
「街全体を見下ろす」 （o　　 ） the whole town

○3931
「朝食を抜く」 （s　　 ） breakfast
「（話題などが）A からB へとぶ」 
 （s　　 ）〔　〕 A 〔　〕 B

○3932
「ライトをぱっとつける」 （f　　 ） the light
「（彼の）身分証明書をちらっと見せる」 
 （f　　 ） his ID card

○3933
「眺めを台なしにする」 （s　　 ） the view
「（彼女の）子どもを甘やかす」  （s　　 ） her child

○3934
「単語を正しく発音する」 
 （p　　 ） a word correctly

「脳死と宣告される」 be （p　　 ） brain dead

○3935
「手紙を半分に折る」 （f　　 ） a letter 〔　〕 half
「彼は腕を組んだ」 He （f　　 ） his arms.

○3936
「台所の床を掃く」 （s　　 ） the kitchen floor
「洪水で押し流される」 
 be （s　　 ）〔　〕 in the flood

○3937
「圧力が強まっている」 Pressure is （m　　 ）.
「運動を開始する」  （m　　 ） a campaign

「車に据えつけられている」 
 be （m　　 ）〔　〕 the car

○3938
「車（に仕掛けられた）爆弾が爆発した」 
 A car bomb （e　　 ）.

「人口が爆発的に増加した」 
 The population （e　　 ）.

○3939
「プロジェクトを引き受ける［に着手する］」 
 （u　　 ） a project

○3940
「その猫は鼻をかいた」 
 The cat （s　　 ） her nose.

「（…の）表面をひっかく〔　〕」 
 （s　　 ） the surface (of ...)

「最初から始める」 start 〔　〕（s　　 ）

○3941
「全筋肉を緊張させる［全力を出す］」 
 （s　　 ） every muscle

「脚の筋肉を痛める」 
 （s　　 ） a muscle in my leg

「負荷［重圧・負担］がかかって」  〔　〕（s　　 ）

○3942
「腰を左にひねりなさい」 
 （T　　 ） your waist to the left.

「びんのキャップをねじって開ける」 
 （t　　 ） the cap 〔　〕 the bottle

「彼女は彼の言葉をねじ曲げた［曲解した］」 
 She （t　　 ） his words.

○3943
「天然資源を開発する」 
 （e　　 ） natural resources

「発展途上国で労働者を搾取する」 
 （e　　 ） workers in developing countries

○3944
「アステカ帝国を征服する」 
 （c　　 ） the Aztec empire

 ワークシート　6-3
　※  （　　 ）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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「デリケートな［慎重を要する］問題」 
 a （d　　 ） issue

○4016
「心からの［真の］愛情」 （g　　 ） affection
「本物のダイヤ」  a （g　　 ） diamond

○4017
「保守的な意見［考え方］」 a （c　　 ） view
「控えめな見積もり」   a （c　　 ） estimate

○4018
「抽象的な表現」 （a　　 ） terms

○4019
「原始的な道具」 （p　　 ） tools
「原始時代の人々」 （p　　 ） people

○4020
「深い森［密林］」 a （d　　 ） forest
「濃い煙［厚い雲］」 （d　　 ） smoke/cloud

○4021
「重大な［大きな］影響」 a （p　　 ） influence
「深い満足感」 a （p　　 ） sense of satisfaction

○4022
「温暖な気候」 a （m　　 ） climate
「軽症のインフルエンザ」 a （m　　 ） case of flu

○4023
「副大統領」 a （v　　 ） president
「彼女は彼を信用していないし， 逆も同様」 
 She doesn’t trust him, and （v　　 ） versa.

○4024
「肉体労働」 （m　　 ） labor
「マニュアル［説明書］を読む」 read a （m　　 ）

○4025
「自動ドア」 an （a　　 ） door
「無意識の反応」 an （a　　 ） response

○4026
「苦い味」 a （b　　 ） taste
「苦い［つらい］経験」 a （b　　 ） experience

○4027
「根本的変化［変更］」 a （r　　 ） change
「急進的な［過激な］考え」 a （r　　 ） view

○4028
「（…する）妥当な［正当な］理由」 
 a （v　　 ） reason (for doing)

「3年間有効である」 
 be （v　　 ）〔　〕 three years

○4029
「醜い［不格好な］建物」 an （u　　 ） building
「不快なうわさ」 （u　　 ） rumors

○4030
「きちんとした［まともな］仕事に就く」 
 get a （d　　 ） job

「礼儀正しく思いやりのある人」 
 a （d　　 ） caring person

○4031
「（…の）寛大な［寛容な］見方」 
 a （l　　 ） view (of ...)

「自由（主義）教育」 （l　　 ） education

○4032
「唯一の理由」 the （s　　 ） reason
「独占販売権」 （s　　 ） selling right

○4033
「ターミナルケア［末期医療］」 （t　　 ） care
「バスターミナル」 a bus （t　　 ）

○4034
「気まずい沈黙」 an （a　　 ） silence
「ぎこちない会話」 an （a　　 ） conversation

○4035
「裸体」 a （n　　 ） body
「裸眼［肉眼］」 the （n　　 ） eye

○4036
「謙虚な態度」 a （h　　 ） attitude
「質素な［貧しい］生活」 a （h　　 ） life

■5 フレーズで覚える
◆1

○4037
「タマネギをいためる」 （f　　 ） onions

○4038
「命令に従う」 （o　　 ） a command

「思い切って彼女に質問する」 
 （v　　 ）〔　〕 ask her a question

○3975
「落ちるような感覚」 a （s　　 ）〔　〕 falling
「センセーションを巻き起こす」 create a （s　　 ）

○3976
「忍耐は美徳である［石の上にも三年］」 
 Patience is a （v　　 ）.

「自由貿易の長所［利点］」 
 the （v　　 ）〔　〕 free trade

○3977
「地平線［水平線］上に」  〔　〕 the （h　　 ）
「（あなたの）視野を広げる」 
 broaden/expand your （h　　 ）

○3978
「人権（に関する）委員会」 
 the （c　　 ）〔　〕 Human Rights

「20％の手数料」 20% （c　　 ）

○3979
「散らかす」 make a （m　　 ）
「散らかって［面倒なことになって］」 〔　〕 a （m　　 ）
「部屋を散らかす」 （m　　 ）〔　〕 a room

○3980
「聞き慣れたメロディー［曲］」 a familiar （t　　 ）
「『ワールドニュース』にチャンネルを合わせる」 
 （t　　 ）〔　〕〔　〕 World News

○3981
「失業者対策計画」 
 a （s　　 ）〔　〕 the unemployed

「銀行から金を盗むたくらみ［計画］」 
 a （s　　 ）〔　〕 steal money from a bank

○3982
「（…に）新たな局面をもたらす」 
 add a new （d　　 ） (〔　〕 ...)

「部屋の寸法」 the （d　　 ）〔　〕 a room
「三次元」 three （d　　 ）

○3983
「視覚能力」 the （f　　 ）〔　〕 sight
「教養［人文］学部」 the （F　　 ）〔　〕 Arts

○3984
「口座に預金をする」 
 make a （d　　 ）〔　〕 my account

「地面に堆積している」 
 be （d　　 ）〔　〕 the ground

「銀行口座に振り込まれる」 
 be （d　　 ） 〔　〕 my bank account

○3985
「国連総会」 the UN General （A　　 ）
「組み立てライン」 an （a　　 ） line

○3986
「掘り出し物を見つける」 find a real （b　　 ）
「契約を結ぶ」 strike a （b　　 ）

○3987
「潮が満ちてくる［引いていく］」 
 The （t　　 ） comes in [goes out].

「形勢を変える［形勢が変わる］」 
 turn the （t　　 ） [the （t　　 ） turns]

○3988
「世界を征服する陰謀」 
 a （p　　 ）〔　〕 conquer the world

「その映画の筋」 the （p　　 ）〔　〕 the movie

○3989
「羊［子ども］の群れ」 
 a （f　　 ）〔　〕 sheep/children

「（客が）その店に詰めかける」 
 （f　　 ）〔　〕 the store

○3990
「小さな黒い点」 a tiny black （d　　 ）
「島が点在している」 be （d　　 ）〔　〕 islands

○3991
「堂々と」 〔　〕（d　　 ）
「人間の尊厳」 human （d　　 ）

○4014
「横から見て」 〔　〕（p　　 ）
「著者のプロフィール」 a （p　　 ）〔　〕 the author

◆3

○4015
「敏感な肌」 （d　　 ） skin
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○4067
「彼の手をぐいとつかむ」 （s　　 ） his hand 
  [（s　　 ） him 〔　〕 the hand]

「チャンスをつかむ」 （s　　 ） a chance

◆2

○4068
「すべての人々の幸福」 （w　　 ）〔　〕 all people

○4069
「暇な時間」  （l　　 ） time
「あなたの暇な［都合のよい］時に」  〔　〕 your （l　　 ）

○4070
「都市伝説」 an urban （l　　 ）
「伝説によると」 according to （l　　 ）

○4071
「遺伝的特質」 a genetic （t　　 ）

○4072
「地球の中心核」 the （c　　 ）〔　〕 the earth
「問題の核心」 the （c　　 ）〔　〕 the issue

○4073
「慈善事業のために募金活動をする」 
 raise money 〔　〕（c　　 ）

○4074
「脳［筋肉］組織」 brain/muscle （t　　 ）

○4075
「魅力のある男性［女性］」 
 a man/woman of （c　　 ）

○4076
「サッカーへの情熱」 （e　　 ）〔　〕 soccer

○4077
「住民5千人の町」 a town of 5,000 （i　　 ）

○4078
「古代文化遺産」 ancient cultural （h　　 ）

○4079
「その会議が彼の運命を決めた」 
 That meeting decided his （f　　 ）.

○4080
「生存本能」 an （i　　 ）〔　〕 survival
「直感に従う」 follow my （i　　 ）

○4081
「本当の自分を知る」 know your true （s　　 ）

○4082
「不十分な栄養摂取」 poor （n　　 ）

○4083
「ニューヨークの郊外」 a （s　　 ） of New York

○4084
「太陽光発電の長所［利点］」 
 the （m　　 ）〔　〕 solar power

○4085
「プロジェクトの第1［最終］段階」 
 the first/final （p　　 ）〔　〕 the project

○4086
「化学化合物」 chemical （c　　 ）

○4087
「経済の農業部門」 
 the agricultural （s　　 ）〔　〕 the economy

○4088
「地方から都市部への人口移動」 
  the （m　　 ）〔　〕 people from rural to 

urban areas
「魚の移動［回遊］」 the （m　　 ）〔　〕 fish

○4089
「小道［跡］をたどる」 follow a （t　　 ）

○4090
「飛行機事故という惨事」 
 the （t　　 ）〔　〕 the plane crash

○4091
「プロジェクトの概略［概要］」 
 an （o　　 ）〔　〕 the project

○4092
「営利企業」 a commercial （e　　 ）

○4093
「天然繊維」 a natural （f　　 ）

○4094
「（…の）10周年記念日」 the 10th （a　　 ） (of ...)

○4095
「非常口」 an emergency （e　　 ）

○4096
「（…の）内部［内側］」 the （i　　 ） (of ...)
「内部温度」 the （i　　 ） temperature

○4097
「体液」 body （f　　 ）

○4039
「税制を改革する」 （r　　 ） the tax system
「経済改革」 economic （r　　 ）

○4040
「子どもの言語能力を評価する」 
 （a　　 ） children’s language abilities

○4041
「世界的な経済危機を引き起こす」 
 （t　　 ） a global economic crisis

○4042
「（…の）違いを強調する」 
 （h　　 ） the differences (between ...)

○4043
「公正の精神を養う」 （c　　 ） a spirit of fairness

○4044
「（…の）中核部を構成する」 
 （c　　 ） the central part (of ...)

○4045
「互いに抱き締める［抱き合う］」 （e　　 ） each other

○4046
「売り上げを高める［伸ばす］」 （b　　 ） sales

○4047
「傷を治す」 （h　　 ） a wound

○4048
「餓死する」 （s　　 ） to death

○4049
「彼の影響力が減少した［弱まった］」 
 His influence has （d　　 ）.

「（彼の）影響力を減らす［弱める］」 
 （d　　 ） his influence

○4050
「暗闇に消えていく」 （f　　 ）〔　〕 into darkness

○4051
「食べ物は胃で消化される」 
 Food is （d　　 ） in the stomach.

「理論を消化する［よく理解する］」 
 （d　　 ） the theory

○4052
「空き缶をつぶす」 （c　　 ） an empty can
「ピーナッツを細かく砕く」 
 （c　　 ） peanuts into pieces

○4053
「彼女を侮辱したことをわびる」 
 apologize for （i　　 ） her

○4054
「隣国を侵略する」 
 （i　　 ） a neighboring country

「個人のプライバシーを侵害する」 
 （i　　 ） the privacy of individuals

○4055
「法律を施行する［守らせる］」 （e　　 ） a law

○4056
「海に飛び込む」 （d　　 ）〔　〕 the sea

○4057
「経験のあるスタッフを採用する［募集する］」 
 （r　　 ） experienced staff

○4058
「見知らぬ人にほえる」 （b　　 ）〔　〕 strangers

○4059
「問題に取り組む」 （t　　 ） a problem

○4060
「（…の）情報を最新のものにする［更新する］」 
 （u　　 ） the information (on ...)

○4061
「軍事費の削減を主張する［唱える］」 
 （a　　 ） reducing the military budget

「平等な権利の主張者［支持者］」 
 an （a　　 ）〔　〕 equal rights

○4062
「海を漂う［漂流する］」 （d　　 ）〔　〕 the ocean
「ヨーロッパをさまよう［放浪する］」 
 （d　　 ）〔　〕 Europe

○4063
「地球は24時間で1回転する」 
 The Earth （s　　 ）〔　〕 once every 24 hours.

○4064
「飲み込む前に食べ物をよくかみなさい」 
 （C　　 ） your food well before swallowing.

○4065
「改革を実行［実施］する」 （i　　 ） the reform

○4066
「鶏肉をローストする」 （r　　 ） the chicken
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○4129
「惨めな失敗」 a （m　　 ） failure
「天候は悲惨だった［天気の悪い日が続いた］」 
 The weather has been （m　　 ）.

○4130
「受動的［消極的］な態度」 a （p　　 ） attitude

○4131
「高級レストラン」 a （f　　 ） restaurant

○4132
「急な坂」 a （s　　 ） slope
「（…の）急増［急騰］」 
 a （s　　 ） rise/increase (in ...)

○4133
「総合的な調査［研究］」 a （c　　 ） study

○4134
「すばらしい［壮大な］景色」 a （m　　 ） view
「すばらしい演奏［演技］」 a （m　　 ） performance

○4135
「（…の）壮大な眺め」 a （s　　 ） view (of ...)
「目を見張るような［めざましい］経済成長」 
 （s　　 ） economic growth

○4136
「中立の立場」 a （n　　 ） position

○4137
「中世文学」 （m　　 ） literature

○4138
「のどが痛い」 have a （s　　 ） throat

○4139
「はだし」 （b　　 ） feet
「裸の［葉を落とした］木」 a （b　　 ） tree

○4140
「高潔な（人格を持った）人」 
 a person of （n　　 ） character

「崇高な目的」 a （n　　 ） aim

○4141
「きちんとした［整頓された］部屋」 a （n　　 ） room

◆4

○4142
「来週のいつか」 （s　　 ） next week

「2世紀のいつか［2世紀ごろ］」 
 （s　　 ）〔　〕 the second century

○4143
「（人と）同じようにする」 do （l　　 ）

○4144
「業務を完全に停止する」 
 stop the service （a　　 ）

「合計で100ドルかかる」 cost me $100 （a　　 ）

○4145
「…，とはいえ価格が高すぎる」 
 ..., but the price is （n　　 ） too high

○4146
「パーティーをすっかり［存分に］楽しむ」 
 （t　　 ） enjoy the party

○4147
「彼女を故意に無視する」 （d　　 ） ignore her

○4148
「3種類の文字，すなわち，ひらがな，カタカナ，漢字」 
  three kinds of letters, （n　　 ）, hiragana, 

katakana and kanji

○4149
「ほとんど変化に気づかない」 
 （s　　 ） notice the change

「受話器を置いたとたんにまた電話が鳴った」 
  （S　　 ） had I hung up the phone （w　　 ） 

it rang again.

○4150
「おそらく，彼は会議に遅れて来るだろう」 
 （P　　 ）, he will come late for the meeting.

○4151
「心からおわびする」 （s　　 ） apologize
「敬具」 （S　　 ） (yours), [Yours （s　　 ）,]

○4152
「コップを逆さまにする［ひっくり返す］」 
 turn a glass （u　　 ）

◆5

○4153
「彼は両親と一緒に［肩を並べて］働いた」 
 He worked （a　　 ） his parents.

○4098
「経済的繁栄」 economic （p　　 ）

○4099
「不動産」 real （e　　 ）

○4100
「会社への忠誠」 （l　　 ）〔　〕 the company

○4101
「土壌の微粒子」 tiny （p　　 ）〔　〕 soil

○4102
「小売店」 a （r　　 ） store/shop

○4103
「指導力（養成）講習会」 a leadership （w　　 ）

○4104
「すべての女性が彼を愛しているという幻想」 
 the （i　　 ）（t　　 ） all women love him

○4105
「婚約おめでとう！」 
 （C　　 ）〔　〕 your engagement!

○4106
「私の知り合い」 an （a　　 ）〔　〕 mine

○4107
「北極への探検（隊）」 
 an （e　　 ）〔　〕 the North Pole

○4108
「工業生産高」 industrial （o　　 ）

○4109
「年間収入」 annual （r　　 ）

○4110
「バラの香り」 the （s　　 ）〔　〕 roses

◆3

○4111
「ふだん着」 （c　　 ） clothes
「くだけた様子で［さりげなく］」 
 〔　〕 a （c　　 ） manner

○4112
「海洋汚染」 （m　　 ） pollution
「海洋［海にすむ］動物」 （m　　 ） animals

○4113
「最高速度」 a （m　　 ） speed
「最長100時間」 a （m　　 ）〔　〕 100 hours

○4114
「民族」 an （e　　 ） group

○4115
「議論の余地のある［異論の多い］問題」 
 a （c　　 ） issue

○4116
「私の最終目標」 my （u　　 ） goal

○4117
「機械の故障」 a （m　　 ） failure

○4118
「屋外［野外］活動」 （o　　 ） activities

○4119
「ロマンチックな音楽」 （r　　 ） music
「空想的［非現実的］な考え」  a （r　　 ） idea

○4120
「あいまいな返事」 a （v　　 ） answer
「（…の）漠然とした記憶」 
 a （v　　 ） memory (of ...)

○4121
「厳しい［過酷な］冬」  a （h　　 ） winter
「厳しい批判［酷評］」  （h　　 ） criticism

○4122
「合理的な説明」 a （r　　 ） explanation

○4123
「連邦政府」 the （f　　 ） government

○4124
「率直な［腹を割った］議論」 
 a （f　　 ） discussion

「率直に言えば，…」 To be （f　　 ） (〔　〕 you), ...

○4125
「浅いプール」 a （s　　 ） pool
「浅い知識」 （s　　 ） knowledge

○4126
「大胆な行動［措置］」 a （b　　 ） action

○4127
「恐ろしい光景」 a （h　　 ） sight
「不快なにおい」 a （h　　 ） smell

○4128
「相互尊重」 （m　　 ） respect
「共通の友だち」 a （m　　 ） friend Ⓒ KAGENSHA


