
Ｑ：以下の( )内に適当な訳語を入れよ。

……「目の前にある 存在している 」

動詞の場合は「 目の前に 出す」「外に出す」。

①Let’s give her a nice present on Mother’s Day.

母の日には素敵な( )をしましょう

【解答】贈り物、プレゼント

②up to the present
( )に至るまで

【解答】今日

③Thirty persons were present at the party.

パーティには30人が( )いた

【解答】出席して

④What is your present job?

あなたの( )お仕事はなんですか

【解答】現在の

⑤They presented a gold watch to him.

彼らは彼に金時計を( )

【解答】贈った

－１－
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⑥The situation presents great difficulties.

事態は非常な困難を( )

【解答】呈している、示している

⑦The speaker presented a calm face to the audience.

演説者は聴衆に対して落ちついた顔を( )

【解答】していた、見せていた

⑧He presented the program to the committee.

彼はその計画書を委員会に( )

【解答】提出した

⑨The play is presented at Madison Theater.

その芝居はマジソン劇場で( )

【解答】上演されている

………「 残したままで ～から離れる」

①The plane left Narita for London.

飛行機は成田を( )ロンドンに向かった

【解答】出発して

②He left the tennis club some years ago.

彼は何年か前にテニス部を( )

【解答】辞めた

－２－
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③He left his wife two months ago.

彼は２ｶ月前に妻のもとを( )

【解答】去った

④He left his umbrella on the train.

彼は電車に傘を( )

【解答】置き忘れた

⑤Let’s leave the problem until tomorrow.

その問題は明日まで( )

【解答】延のばそう(後回しにしよう)

⑥He left his students these famous words.

彼は学生達にこの有名な言葉を( )

【解答】残した

⑦He left his son a large fortune.

彼は息子に莫大な財産を( )

【解答】残した(て死んだﾞ)

⑧He left the door open.

彼はドアを開け( )

【解答】っ放しにしておいた

⑨I’ll leave the decision to my teacher.

決定は先生に( )

【解答】お任せいたします

－３－
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…「計算して書き入れる」

「ac(～の方に)+count(計算する)」が原義。

①Send me an account.
( )を送ってください

【解答】勘定書

②I have an account with the bank.

その銀行に( )がある

【解答】口座

③He gave us a detailed account of the accident.

彼は事故について詳しく( )してくれた

【解答】報告、説明

④newspaper accounts of the event

その事件の新聞( )

【解答】記事

⑤He couldn’t come on account of illness.

彼は病気( )来られなかった

【解答】(のおかげ)で

⑥We must take their ideas into account.

彼らの考えを( )なくてはならない

【解答】考慮し

－４－
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⑦How do you account for your absence from the meeting?

会議を欠席した理由をどう( )ますか

【解答】説明し

⑧Black people account for 70% of the population of the district.

その地区の人口の70%を黒人が( )

【解答】占めている

affect…「～に対して働きかける(作用する)」

①Her unhappy childhood affected her outlook on life.

彼女の不幸な幼年時代は彼女の人生観に( )

【解答】影響した

②The story affected them deeply.

その物語に彼らは深く( )

【解答】感動した

③She affected not to worry about it.

彼女はそれを心配していない( )

【解答】ふりをした

－５－
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some…「いくつか」
不可算名詞を指す(に付く)場合は「いくらか」。
ただもう少し掘り下げると、someというのは「具体的な数・量・名称を明

言しない つまり ぼかしたい 場合に用いられる表現」と定義できる。

①Let me ask you some questions.
( )質問させてください

【解答】いくつか

②The man worked in some place in Osaka.

その男は大阪の( )所で働いていた

【解答】ある

③Some seventy people were present there.

そこには( )70人の人がいた

【解答】約

④You will need some courage to swim across the river.

この川を泳いで渡るには( )勇気がいる

【解答】相当(な)

⑤Some weather for a picnic！

ピクニックには( )天気だ

【解答】ひどい

⑥Some (people) are not good at mathematics.

数学が苦手な( )

【解答】人もいる

－６－
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appoint…「～を(指で)さす」

①The president appointed a new manager.

社長は新しい部長を( )

【解答】任命した

②The chairman appointed the time for the next meeting.

議長は次の会合の日時を( )

【解答】決めた

③I have an appointment to meet him at four.

４時に彼と会う( )がある

【解答】約束

④We all agreed on the appointment of Tom as[to be] capten.

トムをキャプテンに( )に私達全員が賛成した

【解答】指名すること

ask………「(言葉でもって)何かを得ようとする(得ようと求める)」

①Betty asked him why he had not come to the party.

ベティは、彼になぜパーティに来なかったのかと( )

【解答】尋ねた

－７－
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②My son asked me for some money.

息子は私に金をいくらかくれと( )

【解答】言った(求めてきた)

③May I ask you a favor?
( )

【解答】(折り入って)お願いがあるのですが

④They asked me $1,000 for the car.

彼らは私に車の代金として1000ドル( )

【解答】(を)要求した

assume…「自分の方へと取り込む」

①Most Scientists assume that there is no life on Mars.

ほとんどの科学者は火星に生物はいないと( )

【解答】思い込んでいる

②Tom assumed the responsibiliy[leadership].

トムが責任[指揮]を( )

【解答】とった

③We should try to assume good habits.

良い習慣を( )ようにすべきだ

【解答】身に付ける

－８－
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④The matter had assumed a new form.

その問題は新しい様相を( )帯びていた

【解答】(を)要求した

⑤My wife assumed ignorance.

妻は知らぬ( )

【解答】ふりをした

⑥The criminal assumed your name.

犯人はあなたの名前を( )

【解答】偽称しました

attend…「～に心(足)を向ける」

①I always attend the lecture.

その講義にはいつも講義に( )

【解答】出席します(出ます)

②The nurse attended many patients.

その看護士は多くの病人の( )

【解答】世話をした

③We should attend our health.

私達は健康に( )べきだ

－９－
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【解答】気をつける

④You must attend his words.

君は彼の言うことに( )ねばならない

【解答】耳を傾け

⑤The President is always attended by many secretaries.

大統領にはいつ多くの秘書官が( )

【解答】随行している

⑥Attend to your studies.

勉強( )

【解答】に精を出しなさい

⑦Who is attending to this patient?

誰がこの患者( )のですか

【解答】の世話をしている

⑧He was attended to[on] by a competent secretary.

彼には有能な秘書( )

【解答】が付いていた

⑨Let’s attend to her speech.

彼女の話( )こう

【解答】を注意して聞

－１０－
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…「～に直接 言葉などを 向ける」

①What’s your home[business, forwarding] address?

あなたの家[会社・転送先]の( )はどこですか

【解答】住所

②The prime minister made an address to the nation on television yesterday.

首相は昨日テレビで国民に( )した

【解答】演説

③The man sitting there addressed me suddenly.

そこに座っていた男性が突然私に( )

【解答】話しかけてきた

④He addressed the nation[an audience].

彼は国民[聴衆]に( )

【解答】演説した

⑤She addressed herself to the task.

彼女はその仕事( )

【解答】に取りかかった

⑥The article addresses the issue of falling birthrate.

その記事は少子化の問題を( )

【解答】扱っている

－１１－
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…「～の良さがわかる」

①We appreciate the seriousness of the situation.

我々は事態の重大性を( )ています

【解答】認識(理解)し

②He can appreciate small differences.

彼はわずかな相違を( )られます

【解答】見分け

③I appreciate that this is not an easy task.

これが簡単な仕事でないことは( )ています

【解答】よく理解し

④His great ability was fully appreciated by his parents.

彼の偉大な才能は、両親によって( )ていた

【解答】真価を認められ

⑤I appreciated poetry[music].

詩[音楽]を( )

【解答】鑑賞した

⑥I appreciate your kindness.

親切( )

【解答】有り難うございます

－１２－
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⑦I would appreciate it if you could[would] agree to our plan.
( )

【解答】私達の計画にご承認をいただければ幸いです

……「棒」「さえぎるもの」

①Greed is a bar to happiness.

どん欲さは幸福を( )だ

【解答】妨げるもの

②There is no color bar.

皮膚の色による(人種)( )はない

【解答】差別

③Fallen trees barred the way.

木が倒れて道を( )いた

【解答】ふさいで

④She was barred from the club.

彼女はそのクラブから( )た

【解答】締め出され

⑤Smoking was barred at the restaurant.

そのレストランでは喫煙は( )ていた

【解答】禁止され

－１３－
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……①「～を持つ ≒ 」

②「～を 持ち 運ぶ ≒ 」

③「～を生み出す ≒ 」

①The terrorists bore arms.

テロリストは( )ていた

【解答】武装し

②These two incidents bear no relation to each other.

この２つの事件は相互に( )

【解答】なんら関係がない(関係を持たない)

③He bears no resemblance to his father.

彼は父親に( )

【解答】全然似ていない

④Bear what I say in mind.

私の言うことを( )

【解答】覚えておきなさい

⑤This cable can bears ten tons.

このケーブルは10トンを( )ことができる

【解答】支える

⑥I will bear the responsibility.

私がその責任を( )ましょう

【解答】負い

－１４－
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⑦I cannot bear this treatment.

この扱いには( )できない

【解答】我慢

⑧He came bearing a large bunch of flowers.

彼は大きな花束を( )やって来た

【解答】抱えて

⑨She bore a child when she was fifteen years old.

彼女は15の時に子供を( )

【解答】産んだ

⑩This tree bears fruit.

この木は( )

【解答】実がなる(をつける)

＆

①beat…「繰り返し打つ」
②hit …「狙いを定めて力を込めて打つ」。

①She beat the boy with a stick.

彼女は棒で男の子を( )

【解答】たたいた

②We beat the opposing team after a close game.

我々は接戦の末相手チームを( )

－１５－
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【解答】破った

③(It) Beats me.
( )

【解答】さっぱりわからない

④He hit me on the head[in the eye］.

彼は私の頭［目］を( )

【解答】なぐった

⑤I made a hit at his face.

彼の顔面に( )

【解答】一撃を加えた

⑥The speeding car hit the old man.

猛烈なスピードの車が老人を( )

【解答】はねた

⑦I’ll hit Jane for some money.

お金のことはジェーンに( )みるよ

【解答】あたって

⑧A heavy storm hit the area.

ひどい嵐がその地域を( )

【解答】襲った

－１６－
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⑨We finally hit the right answer.

私達はついに正しい答えを( )

【解答】見つけた

⑩She hit upon[on] a good idea.

彼女はふと名案を( )

【解答】思いついた

betray…「表に出す」

①She betrayed her emotions at the meeting.

彼女は会合で感情をつい( )

【解答】外に出してしまった

②He betrayed the secret.

彼はその秘密を( )

【解答】もらした

③His words betrayed his character.

彼の言葉は彼の本性を( )

【解答】暴露した

④Don’t betray his trust.

彼の信頼を( )な

【解答】裏切る

－１７－
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……「印を押した文書」

①I will keep down gas bills.

ガス( )を節約するつもりだ

【解答】代(料金)

②Let’s split the bill!
( )よう

【解答】割り勘にし

③Put it on my bill.

私の( )につけておいてください

【解答】勘定書

④The ruling party submitted a bill to the Diet.

与党は( )を議会に提出[上程]した

【解答】法案

⑤a five-dollar bill

５ドル( )

【解答】札

……「体」

－１８－
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①the body of a tree

木の( )

【解答】幹

②the body of a letter

手紙の( )

【解答】本文

③The victim’s body was not found after all.

結局犠牲者の( )は見つからなかった

【解答】死体(遺体)

④a public body
( )

【解答】公共団体

⑤a large body of information
( )情報

【解答】大量の

⑥a heavenly body
( )

【解答】天体

⑦The Cabinet resigned in a body.

内閣は( )

【解答】総辞職した

－１９－
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……「つながっているものをポキッと折る 断つ 」

「安定した状態を壊す」

①He broke the dish into pieces.

彼はその皿を( )まった

【解答】粉々に割ってし

②A riot broke out in the capital.

首都で暴動が( )

【解答】起きた(勃発した)

③My car broke down on a mountain road.

私の車は山道で( )

【解答】故障した

④The superpower talks broke down as both sides refused to compromise.

超大国会談は双方が妥協を拒んだので( )

【解答】失敗に終わった(失敗した)

⑤Two burglars broke into the gun shop.

２人組の強盗が銃砲店に( )

【解答】押し入った

⑥She broke into a loud laugh.

彼女は( )

【解答】急に(突然)大声で笑い出した

－２０－
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⑦We broke up and went our own ways.

我々は( )て別々の道を行った

【解答】別れ

⑧Could you break a dollar bill (into small change)?

１ドル紙幣を( )てもらえますか

【解答】くずし

⑨The FBI broke the murder case.

連邦捜査局はその殺人事件を( )

【解答】解決した

⑩The day broke.

夜が( )

【解答】明けた

……「～を連れて・伴って 一緒に やってくる」

①Ted brought the fact to light.

テッドはその事実を( )

【解答】公表した

②My low grade brought my foolish attitude home to me.

悪い成績をとって、自分がばかな態度をとっていることを( )

【解答】痛感した

－２１－
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③Her error brought the project to nothing.

彼女のミスでその計画は( )

【解答】水泡に帰した

…「頭の」「生命の」

①London, the capital of the United Kingdom, is situated on the Thames.

英国の( )ロンドンはテムズ河畔にある

【解答】首都

②After all, our bodies are the only capital we office workers have.

我々サラリーマンは何と言っても体が( )ですよ

【解答】資本

③Write the alphabet in capitals.

アルファベットを( )で書きなさい

【解答】大文字

④a matter of capital importance
( )重要な事柄

【解答】最も

⑤make a capital error
( )誤りをおかす

－２２－
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【解答】致命的な

⑥capital punishment
( )

【解答】死刑

……「～を持っている 移動する・動く 」

①Today’s paper does not carry the news.

今日の新聞にはそのニュースは( )ない

【解答】載ってい

②Each crime carries a punishment.

犯罪には処罰が( )

【解答】伴う

③His strong kick carried to the goal.

彼の強い一蹴りでボールはゴールまで( )

【解答】とどいた

④The singer’s voice carries well.

その歌手の声はよく( )

【解答】通る

－２３－
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…「偶然の」

①a casual visitor
( )客

【解答】思いがけない

②a casual remark
( )一言

【解答】何気ない

③I had a casualty during the travel.

旅行中に( )に遭った

【解答】災難

④We had eleven casualties: three killed and eight wounded.
11人の( )が出た。死亡３人と負傷８人だ

【解答】死傷者

……「動いているものをとらえる」

①Leave soon, and you will be able to catch the train.

すぐ出なさい。走りなさいそうすればその列車に( )ますよ

【解答】間に合い

－２４－
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②He was caught cheating in the exam.

彼は試験で( )

【解答】カンニングをしているところを見つかった

③I can’t catch what you say.

おっしゃる意味が( )ません

【解答】わかり(理解でき)

④We caught the sound of a car crashing.

私達は車が衝突する( )

【解答】音を耳にした

⑤I caught my breath at the sight.

私はその光景に( )

【解答】かたずをのんだ

……「原因・理由 となる 」

①What was the cause of the fire?

火事の( )は何か

【解答】原因

②I have no cause for complaint.

不平を言う( )は何もありません

－２５－
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【解答】理由

③We must fight in the cause of justice.

我々は( )のために戦わなければならない

【解答】正義(大儀)

④His letter caused her a great deal of distress.

彼の手紙は彼女はひどい苦しみを( )

【解答】もたらした

…「偶然 めぐってくること 」

①He discovered it by chance.

彼は( )それを発見した

【解答】偶然に

②You should leave nothing to chance.

何事も( )任せにしてはいけない

【解答】運

③There is little chance of our team winning.

うちのチームが勝つ( )はほとんどない

【解答】見込み

－２６－
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④Chances are (that) he will succeed in the exam.
( )

【解答】ひょっとすると彼は試験に合格するかもしれない

⑤In my youth, I used every chance to practice English.

若い頃、私はあらゆる( )を利用して英語の練習をした

【解答】機会

⑥My sister chanced to be in that room.

妹が( )

【解答】偶然その部屋にいた

⑦It chanced that I met him at the airport.
( )空港で彼と会った

【解答】偶然(たまたま)

⑧It was a chance meeting.

それは( )出会いだった

【解答】偶然の

…「刻印されたもの」

①a man of lovable character

愛すべき( )の人

－２７－
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【解答】性格

②the character of the school

その学校の( )

【解答】雰囲気

③the problem of an immensely complex character

ひどく込み入った( )の問題

【解答】性質(格)

④He is a man of (good) character.彼は( )だ

【解答】人格者

⑤His work got a bad[good] character.

彼の作品は悪い[良い]( )を得た

【解答】評判

⑥Arabic characters

アラビア( )

【解答】文字

…「～を負荷する 与える・課す・負わせる 」

①They charged him six dollars for the repair of his watch.

彼らは、時計の修理代として彼に６ドルを( )

－２８－
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【解答】課した(請求した)

②He was charged with robbery.

彼は強盗罪で( )

【解答】告発された

③He charged the accident to her carelessness.

彼は事故を彼女の不注意の( )

【解答】せいにした

④hotel charges

ホテルの宿泊( )

【解答】料金

⑤free of charge
( )

【解答】無料で

⑥She is in charge of the sales department.

彼女は販売部( )

【解答】の責任者(担当者)だ /を担当(管理)している

－２９－

『核』のイメージ 練習問題



…「胸」

①The players raised a hand to their chest and sang the national anthem.

選手は( ) に手を置いて国歌を斉唱した

【解答】胸

②a tool[medicine] chest

道具[薬]( )

【解答】箱

③a chest of drawers
( )

【解答】たんす

……「同種のものの集まり」

①Both belong to the same class.

両方とも( )に属する

【解答】同じ部類

②a first-class tennis player
( )テニス選手

【解答】一流の

－３０－
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③class system ( )制度

【解答】階級(身分)

④We will classify these subjects under three topics.

この諸問題を３つのテーマに( )よう

【解答】分類し

…「～を支配下に置く おさめる 」

①England commanded the sea.

イギリスが海を( )

【解答】支配した

②The banker commands a tremendous amount of money.

その銀行家は巨額の金を( )

【解答】意のままに操っている

③The linguist commands seven languages.

その言語学者は７つの言葉を( )

【解答】話す(操る)

④The policeman commanded the criminal to move on.

警官は犯人に進むように( )

－３１－
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【解答】命じた

⑤He commanded himself.

彼は( )

【解答】気持ちを抑えた

⑥The house commands a fine view

その家は( )

【解答】見晴らしがいい

⑦I lost command of myself.

私は( )を失った

【解答】自制力

⑧She has (a) good command of English.

彼女は英語が( )

【解答】達者だ(堪能だ)

⑨The hill has the command of the whole city.

その丘から全市を( )

【解答】見渡せる

…「 あるものを ～へ送り込む」

①He committed murder.

彼は殺人を( )

－３２－
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【解答】犯した

②We committed the patient to the state hospital.

我々はその患者を州立病院に( )

【解答】任せた

③I didn’t commit myself to attend the meeting.

その会に出席するとは( )なかった

【解答】約束し

④She committed herself to raising her daughter alone.

彼女は女手ひとつで娘を育てる( )

【解答】決心をした

…「みんなが共に持っている」

① Barking at strangers is a habit common to many dogs.

見知らぬ人にほえかかるのは多くの犬に( )習性である

【解答】共通の

②They work for the common good.

彼らは( )のために働いている

【解答】公益

－３３－
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③This is an error common among scholars.

これは学者に( )誤りだ

【解答】ありがちな

④ It is common for a person to do so.

人がそうすることは( )ことだ

【解答】よくある

⑤ common people
( )人々

【解答】一般の

…「一緒にパンを食べる仲間」

① He keeps good[bad] company.

彼は良い[悪い]( )と付き合っている

【解答】友だち(仲間)

② a company of travelers旅行者の( )

【解答】一行

③ I couldn’t bear his company.

彼との( )は我慢がならなかった

【解答】同席

－３４－
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④ I enjoyed your company.あなたと( )して楽しかった

【解答】ご一緒

…「関わり がある・を持たせる 」

①They felt concern for[about] him.

彼らは彼のことを( )した

【解答】心配

② Let me manage my own concerns.
( )は自分で始末させてくれ

【解答】自分の事

③ I have no concern with the matter.

私はそのことと( )

【解答】関係がない

④ It is a matter of deep concern to us.

それは我々にとって重大な( )だ

【解答】関心事

⑤Your reputation is concerned.

あなたの名声が( )のですよ

【解答】がかかっている

－３５－
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⑥He concerns himself with[in] FBI.

彼はＦＢＩに( )

【解答】関係している

⑦ I don’t want to be concerned with[in] such an affair.

そんな事件( )たくない

【解答】に関わり

⑧ I am concerned about[for] my father’s illness.

私は父の病気( )

【解答】のことが心配です(を心配しています)

⑨the authorities concerned
( )

【解答】関係当局

⑩As[So] far as I am concerned, I don’t like it.
( )、それは好きではない

【解答】私に関する限り

…「固まった」「形がしっかり出来上がった」

① They concreted the sidewalk.

彼らは歩道を( )

【解答】コンクリートで舗装した

－３６－
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②A table is a concrete object.

テーブルは( )物体である

【解答】有形の

③a concrete example[idea, fact]
( )例[考え・事実]

【解答】具体的な

④She has no idea of poverty in concrete.

彼女には貧乏がどういうものか( )わかっていない

【解答】具体的に

……「計算に入れる 入っている 」

①The book counts as his masterpiece.

その本は彼の傑作と( )

【解答】みなされている

②I can’t count you as one of the party on the trip.

君を旅行団の一員と( )わけにはいかない

【解答】みなす

③I count it better to advise him.

彼に忠告する方がよいと( )

－３７－
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【解答】思う

④Every vote counts.

１票でも( )

【解答】大切(重要)だ

⑤What counts is your efforts.
( )は努力だ

【解答】大切(重要)なこと

⑥You can count on me.

僕を( )ていいよ

【解答】頼りにし

……「～を覆う」

①The mountain was covered with snow.

その山は雪で( )

【解答】覆われていた

②The car covers 500 miles in a day.

その車は一日で５００マイルを( )

【解答】走破する

－３８－
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③The reporter covered the gas explosion in Shibuya.

記者は渋谷で起きたガス爆発事故を( )

【解答】報道した

④The company tried to cover (up) the scandal.

その会社は、スキャンダルを( )そうとした

【解答】包み隠

⑤The sum will cover the expenses.

その金額で費用は( )だろう

【解答】まかなえる

…「流れ」

①a sea[an ocean] current
( )

【解答】海流

②the current of public opinion

世論の( )

【解答】傾向

③the current month
( )月

【解答】今

－３９－
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④current English
( )英語

【解答】時事

⑤current topics
( )話題

【解答】今日の

……「やりとり をする 」

①We made a deal with the business company.

私達はその商社と( )をした

【解答】取り引き

②Well, it’s a deal.

よし、( )

【解答】それで手を打とう

③The patient looked a good deal better.

その患者は( )顔色がよくなっていた

【解答】とても

④He has a great deal of knowledge.

彼は( )知識を持っている

－４０－
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【解答】豊富な(たくさんの)

⑤She dealt four cards to each of them.

彼女は彼らに４枚ずつトランプを( )

【解答】配った

⑥He deals in hardware.
彼はハードウェア( )

【解答】を扱っている

⑦History deals with the past.歴史は過去( )

【解答】を扱う

⑧We deal with several oil companies.

当社は数社の石油会社( )

【解答】と取り引きしています

…「見捨てられたもの」

①the Sahara Desert

サハラ( )

【解答】砂漠

②a desert island
( )島

－４１－
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【解答】無人

③He deserted his wife and went to New York.

彼は妻を( )てニューヨークへ行った

【解答】捨て

…「もくろみ む 」

①a design for the new building

新しいビルの( )

【解答】設計図

②It was his design to study abroad.

留学をするのが彼の( )だった

【解答】意図

③His political rivals formulated a design to unseat him.

政敵たちは彼を落選させようと( )を企てた

【解答】陰謀(企み)

④This pamphlet is designed to explain the use of the washing machine.

このパンフレットは洗濯機の使用法を説明( )

【解答】するためのものだ

－４２－
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⑤The prisoners designed an escape.

その囚人達は脱走を( )

【解答】たくらんだ

…「包みが解かれ 開かれ 中に入っていたものが じわじわと 広がり出てく

る」

「 否定 包む → 包みを解く」が語源。

①He developed a trading corporation into a worldwide business.

彼は商事会社を世界的な企業に( )

【解答】発展させた

②He developed his muscles by doing exercises.

彼は運動して筋肉を( )

【解答】つけた

③At around thirteen she began to develop breasts.
13歳のころ彼女は胸が( )始めた

【解答】大きくなり

④We should develop the natural resources of our country.

我が国の天然資源を( )べきだ

【解答】開発す

⑤Could you develop that idea more in detail?

もっと詳しくその考えを( )てくれませんか

－４３－
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【解答】説明し

⑥I developed the habit of getting up early.

早起きの習慣を( )

【解答】身につけた

⑦The newspaper developed the fact that he had received a bribe.

新聞は彼がわいろを受け取っていたという事実を( )

【解答】暴露した

⑧My father has developed cancer.

私の父は( )

【解答】癌(ガン)になった

⑨I developed the pictures I took the other day.

先日撮った写真を( )

【解答】現像した

…「 弟子にものを 教えること」

①Solving a crossword puzzle affords good mental discipline.

クロスワードパズルを解くのはよい頭脳( )になる

【解答】訓練

－４４－
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②Teachers should maintain strict discipline.

教師は生徒に厳重に( )を守らせるべきだ

【解答】規律

③Although the teacher tries to discipline the students many times, they continued to
ignore him.

先生が何度( )ても、生徒たちは先生を無視し続けた

【解答】教え(しつけ)

④Newton laid the foundation of physics as a modern discipline.

ニュートンは近代的な( )としての物理学の基礎を築いた

【解答】学問(学問の分野)

…「～を切って捨て去る」

①He dismissed his fear.

彼は恐怖心を( )

【解答】捨てた

②She dismissed the story as mere rumor.

彼女はその話を単なるうわさとして( )

【解答】退けた

③He was dismissed (from his job) for drunkenness.

彼は酒癖が悪くて( )

－４５－
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【解答】首になった(解雇された)

④The teacher dismissed his class early.

先生は生徒を早く( )

【解答】下校させた

…「引っかき回す」

①The noise disturbed my study.

その音が私の勉強を( )

【解答】妨げた

②Having to take a test disturbed her.

試験を受けなければいけないことが彼女を( )

【解答】不安にした

③He was disturbed to hear the news.

その知らせを聞いて彼は( )

【解答】心配になった

④His emergence disturbed her happiness.

彼の出現が彼女の幸せを( )

【解答】乱した

－４６－
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⑤The Arab world was deeply disturbed by the Egyptian Revolution.

エジプト革命のためにアラブ世界が非常に( )

【解答】動揺した

………「何かを終わりまでやる やり遂げる 」

①Never use a long word where a short one will do.

短い言葉で( )ところに長い言葉を使ってはいけません

【解答】済む

②That will do.
( )

【解答】それで結構です

……「引く」

①He drew a picture on the wall.

彼は壁に絵を( )

【解答】描いた

②He drew a contract[the necessary documents].

彼は契約書[必要書類]を( )

－４７－
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【解答】作成した

③Christmas is drawing near.

クリスマスが( )

【解答】近づいている

④Please draw a hundred thousand yen from the bank.

銀行で10万円( )てきてくれませんか

【解答】下ろし(引き出し)

⑤Allow me to draw your attention to the chart.

この図表に( )いただきたい

【解答】注目して

⑥His statement drew criticism from the girls in the class.

彼の発言は、クラスの女の子たちから( )

【解答】非難を浴びた

…「 あるものの進行を 促す、推し進める」

①The wind drove the sailboat onto the rock.

風を受けてヨットが岩礁に( )

【解答】乗り上げた(押し流された)

－４８－
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②He has a lot of drive.

彼は( )だ

【解答】やる気満々

③His attitude is driving her to a nervous breakdown.

彼の態度が彼女を神経衰弱に( )

【解答】追いやっている

④What are you driving at?
( )

【解答】あなたの言いたいのは何なのですか /どういうつもりですか

……「当然～する される べき」

①The money is due to Mr. Hill.

その金はヒル氏に( )ものだ

【解答】支払われるべき

②I received a due reward for the work.

私はその仕事に対する報酬をもらった

【解答】正当な

③He is due to be promoted.

彼は昇進する( )

－４９－
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【解答】ことになっている

④Her train is due at５p.m.

彼女の乗った列車は５時に( )です

【解答】到着予定

⑤Due to bad weather, the plane was late.

悪天候( )飛行機は遅れた

【解答】のため(のおかげで)

⑥Our business should pay in due course.

我々の事業も( )採算がとれるようになるはずだ

【解答】やがては(時がくれば)

⑦I paid my dues to the club.

私はクラブに( )を払った

【解答】会費

…「 切れ味が 鈍い」

①a dull knife[edge]
( )ナイフ[刃]

【解答】切れない

－５０－
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②He is a dull student.

彼は( )生徒だ

【解答】頭が鈍い

③I fell asleep because the speech was dull.

演説が( )ったので眠ってしまった

【解答】退屈だ

④Father is dull of hearing.

父は耳が( )

【解答】遠い

⑤dull color
( )色

【解答】くすんだ

⑥This drug will dull pain.

この薬は痛みを( )でしょう

【解答】和らげてくれる

…「ある一ヶ所にとどまる」

①My parents dwell in the country.

両親は田舎に( )

－５１－
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【解答】住んでいる

②town dwellers

都市( )

【解答】居住者

③Don’t dwell on[upon] your past failures.

過去の失敗を( )な

【解答】くよくよ考える

④He dwelt on[upon] the uninteresting story.

彼はつまらない話を( )

【解答】長々と話した

……「末端 部 」

①both ends of a string

ひもの両( )

【解答】端

②Make a right turn at the end of the street.

通りの( )を右へ曲がりなさい

【解答】突き当たり(はずれ)

－５２－
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③candle ends

ろうそくの( )

【解答】燃え残り(燃えかす)

④He is nearing[near] his end.

彼は( )に近づいている[近い]

【解答】死期

⑤He achieved his end(s).

彼は( )を達成した

【解答】目的

⑥The vacation came to an end.

休暇は( )

【解答】終わった

⑦We’re having trouble making (both) ends meet.
( )のに苦労している

【解答】収入の範囲内でやっていく

⑧He ended up in prison.

彼は( )刑務所に入る( )

【解答】最後には ことになった

－５３－
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…「拘束 束縛 する、従事させる」

①My father is engaged in foreign trade.

父は外国貿易( )

【解答】に従事しています

②She engaged herself in knitting .

彼女は( )

【解答】せっせと編み物をした

③He engaged a new employee.

彼は新しい従業員を( )

【解答】雇った

④I will engage (myself) to finish the task by next Monday.

来週の月曜までにその仕事を仕上げる( )

【解答】ことを約束します

⑤I am sorry I am previously engaged.

残念ながら( )

【解答】先約があります

⑥The poor girl engaged our sympathies.

その哀れな少女は我々の同情を( )

【解答】引いた

－５４－
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⑦He is engaged to Nancy.

彼はナンシーと( )

【解答】婚約している

…「あることを楽しんでする 手にしている 」

①She enjoys a good income.

彼女には十分な収入( )

【解答】がある

②The area enjoys a good climate.

その地域は良い気候に( )

【解答】恵まれている

③He enjoyed great success as an architect.

彼は建築家として大成功を( )

【解答】収めた

…「等しい」

①They are equal in weight.

彼らは体重[それらは重さ]が( )

－５５－
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【解答】等しい

②None of them can equal her in skill.

彼らのうち誰も能力では彼女に( )者はない

【解答】及ぶ

③He is equal to (doing) the task.

彼は立派にその仕事を( )

【解答】やれる力量(力・能力)がある

…「平らにそろった」

①the even surface of a table

テーブルの( )面

【解答】なめらかな

②The floor wasn’t even.

床(ゆか)は( )ではなかった

【解答】水平

③an even temper
( )気質

【解答】穏やかな

－５６－
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④an even application of paint
( )塗ったペンキ

【解答】一様に

⑤even scores
( )点

【解答】同

⑥an even fight
( )戦い

【解答】互角の

⑦The chances are even.

勝負[成否]の見込みは( )

【解答】五分五分だ

⑧an even number
( )数

【解答】偶

⑨It is cold there even in summer.

そこは夏( )寒い

【解答】でも(でさえ)

⑩It was cold yesterday, but it’s even colder today.

昨日は寒かったが、今日は( )寒い

－５７－
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【解答】いっそう(更に)

…「力を外に出す」

①You get enough exercise at a job like yours.

君のような仕事をしていると十分な( )をしたことになる

【解答】運動

②You should exercise your imagination.

君は想像力を( )べきだ

【解答】発揮する

③They exercised their rights as a citizen.

彼らは市民としての権利を( )

【解答】行使した

④Christianity exercised a great influence on her novels.

キリスト教は彼女の小説に大きな影響を( )

【解答】与えた

⑤My father was much exercised about his health.

父は健康を大いに( )

【解答】心配していた(悩んでいた)

－５８－
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⑥the exercise of imagination

想像力を( )

【解答】働かせること

⑦the exercise of the prime minister’s power

総理大臣の職権( )

【解答】行使

⑧a difficult exercise in reducing expenses

経費削減という困難な( )

【解答】任務

…「～の全力を出す させる 」

①The minister exerted strong pressure on the committee.

大臣は委員会に強い圧力を( )

【解答】かけた

②The students exerted themselves to get good grades.

学生達はいい成績を得るために( )

【解答】努力した

－５９－
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＆

① …「全体 全般 に関する」

② … …「～を 指で さす」

①general welfare
( )福祉

【解答】公共の

②the general opinion
( )

【解答】世論

③the general public
( )

【解答】一般大衆

④speak in general terms
( )言う

【解答】大ざっぱに

⑤a general manager
( )支配人

【解答】総

⑥In general, she is a satisfactory student.
( )彼女は申し分のない学生だ

－６０－
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【解答】概して

⑦There was almost universal agreement.

ほぼ( )だった

【解答】全員一致

⑧universal rules
( )法則

【解答】普遍的

⑨a practice universal among Japanese

日本人間で( )風習

【解答】一般に行われている

⑩English is a universal language.

英語は( )言語だ

【解答】世界共通(の)

⑪The purpose of religion is universal salvation.

宗教の目的は( )救済だ

【解答】全人類の

⑫Prejudice is (as) universal as the air.

偏見は(空気のように)あらゆる所に( )ものだ

【解答】遍在する

－６１－
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⑬a book of universal information
( )知識を網羅した本

【解答】あらゆる

⑭a universal genius
( )天才

【解答】万能の

⑮universal gravitation
( )

【解答】万有引力

…「容易にするもの」

①Jim did it with great facility.

ジムはそれを( )やってしまった

【解答】いともたやすく

②public facilities

公共( )

【解答】施設

③parking facilities
( )

－６２－
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【解答】駐車場

④transportation[travel] facilities

交通の( )

【解答】便

⑤She plays the violin with facility.

彼女はバイオリンを( )弾く

【解答】巧みに

…「空想、想像」

①Her fancy worked busily.

彼女の( )が活発に働いた

【解答】想像力

②This is a story based on fancy.

これは( )に基づいた話だ

【解答】空想

③I cannot fancy his saying it.

彼がそんなことを言うとは( )られない

【解答】考え

－６３－
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④Fancy meeting you here!
( )!

【解答】君とここで会うなんて

⑤He chose her dress according to her fancy.

彼は彼女の( )の通りにドレスを選んだ

【解答】好み

⑥They took a fancy to each other.

彼らはお互いに( )

【解答】好きになった

⑦a fancy idea
( )考え

【解答】奇抜な

…「 基準に 達しない」

①I failed in my attempt to persuade them.

私は彼らを説得するという試みに( )

【解答】失敗した

②The water supply failed.

水道が( )

－６４－
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【解答】断水した

③The crops failed due to bad weather.

悪天候のおかげで( )

【解答】不作だった

④His health[sight] has failed badly.

彼[彼の視力]はめっきり( )

【解答】衰えた

⑤The wind failed.

風が( )

【解答】弱まった

⑥I fail to understand what you mean.

あなたの言っていることの意味が( )

【解答】わかりません

⑦Words failed me.
( )

【解答】私は言葉に詰まった

⑧Jack’s sight failed him.
( )

【解答】ジャックは視力を失った

－６５－
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⑨Our food will fail us soon.

我々の食物はすぐに( )だろう

【解答】尽きてしまう

…「澄みきって美しい、心地よい」

①My boss is not fair to me.

私の上司は私には( )ではない

【解答】公平

②Ted earns a fair income.

テッドは( )収入を稼いでいる

【解答】かなり[多く]の

③a fair morning
( )朝

【解答】晴れた

④She has fair hair.彼女は( )髪だ

【解答】金

⑤They fought fair.

彼らは( )戦った

【解答】正々堂々と

－６６－
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……「しっかりと した 」「堅い く 」

①hold a person fast

人を( )つかまえる

【解答】しっかりと

…「好意」

①He treated me with favor.

彼は私を( )扱ってくれた

【解答】好意的に

②He was in his boss’s favor.

彼は( )

【解答】上司に気に入られていた

③May I ask a favor of you?
( )

【解答】お願いがあるのですが

④I favor your plan.

私はあなたの案に( )

【解答】賛成だ

－６７－
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⑤The teacher favored the girl.

先生はその女の子( )

【解答】の肩を持った(をえこひいきした)

⑥I am in favor of your plan.

ボクは君の計画( )

【解答】に賛成です

⑦He testified in favor of the protesters.

彼は抗議する人達( )証言した

【解答】の有利になるように

…「活動がなされる場」

①the field of art[science, music]

芸術[科学・音楽]の( )

【解答】分野

②That’s quite outside my field.

それは全く私の( )外です

【解答】専門

③field studies
( )

－６８－
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【解答】実地研究(野外学習)

…「 あいまいだった 輪郭をはっきりさせる がはっきりする 」

名詞の場合は「輪郭がはっきりしたもの をはっきりとさせたもの」。

①What do you figure will happen?

何が起ると( )か

【解答】思います

②I can’t figure him.

彼を( )できない

【解答】理解

③The teacher figured that Jeff was asleep.

先生はジェフが眠っていると( )

【解答】思った

④She figured as a guest star in that program.

彼女はその番組にゲストスターとして( )

【解答】出演した

⑤unemployment figures

失業者( )

【解答】数

－６９－
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⑥We bought a house at a low figure.

家を安い( )で買った

【解答】値段

⑦The skater drew various figures on the ice.

スケーターは氷上にいろいろな( )を描いた

【解答】図形(模様)

⑧She is trying to keep her slender figure.

彼女はほっそりした( )をくずさないように努力している

【解答】スタイル

…「堅固でしっかりしている」

動詞の場合は「堅固でしっかりした状態にする なる 」。

①She walked with firm steps.

彼女は( )足取りで歩いた

【解答】しっかりした

②I have a firm faith.

私は( )信念を持っている

【解答】固い

－７０－
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③The government took firm measures.

政府は( )処置を取った

【解答】断固たる

④Prices are firm these days.

最近物価は( )いる

【解答】安定して

⑤Butter firms with churning.

バターは攪拌(かくはん)すると( )

【解答】固まる

⑥a law firm
( )

【解答】法律事務所

⑦He belongs to a business firm.

彼は( )で働いている

【解答】商社

……「～を固定する」

自動詞の場合は「固まる、固定する」。

①Bob fixed a shelf to the wall.

ボブは壁に棚を( )

【解答】取り付けた

－７１－
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②He fixed his mind.

彼は( )

【解答】決心した

③You should fix this idea in your mind.

この考えを心に( )おきなさい

【解答】留めて

④I fixed my eyes on the black figure.

私は黒い人影を( )

【解答】じっと見た

⑤We fixed the price at $15.

値段を１５ドルに( )

【解答】決めた

⑥Can you fix a flat?

パンクを( )ますか

【解答】直せ

…「ぺちゃんこな に 」

①The earth was once thought to be flat.

地球はかつて( )と考えられていた

－７２－

『核』のイメージ 練習問題



【解答】平らだ

②I knocked him flat.

私は彼を( )

【解答】打ちのめした

③I stood with my back flat against the wall.

私は壁に背中を( )付けて立った

【解答】ぴったりと

④The tire went flat.

タイヤが( )

【解答】パンクした

⑤a flat price[rate]
( )値段[料金]

【解答】均一の(な)

⑥He gave a flat refusal.

彼は( )断った

【解答】きっぱりと

⑦a flat lecture
( )講義

【解答】おもしろくない(つまらない)

－７３－
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…「束縛がない」

①Are you free today?

今日( )ますか

【解答】空いて

②America is a free country.

アメリカは( )国だ

【解答】自由の

③free delivery
( )配達

【解答】無料

④I traveled free.
( )旅行した

【解答】ただで

⑤sugar-free drink
( )飲料

【解答】砂糖の入っていない

⑥He freed his dog.

彼は犬を( )

【解答】放した

－７４－
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⑦He finally freed himself from all debts.

彼はついにすべての借金から( )

【解答】解放された

……「手に入れる」

①(Have you) Got it?
( )?

【解答】わかったかい

②Tokyo seems to have got the message fromWashington. The Japanese
government is moving to ease trade friction.

日本政府はワシントン(＝米国政府)の真意が( )ようだ。貿易摩擦解消
へ動いている

【解答】わかっている

③I will get even with you some day. Remember it.

覚えてろよ。いつか( )からな

【解答】借りを返してやる

④Discussing the matter will get nowhere.

その件は話し合っても( )

【解答】始まらない(なんにもならない)

－７５－
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⑤She got caught in a shower.

彼女は( )

【解答】にわか雨にあった

⑥He got a good education.

彼は良い教育を( )

【解答】受けた

＆

① …「起点から遠ざかる動き」

①The clouds will soon go.

雲はじきに( )でしょう

【解答】消える

②Has your toothache gone?

歯の痛みは( )ましたか

【解答】取れ

③The car must go.

その車は( )ねばならない

【解答】手放さ

④The king went peacefully last night.

王様は昨夜安らかに( )

【解答】亡くなった

－７６－
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⑤She went blind at the age of six.

彼女は６歳のとき( )

【解答】目が見えなくなった

⑥Fish goes bad quickly in hot weather.

魚は暑いとすぐ( )

【解答】いたむ(腐る)

⑦He is eighty five, but (is) going strong.

彼は85歳だが( )

【解答】丈夫である

⑧He goes by the name of Johnny.

彼はジョニーという名前で( )

【解答】通っている

⑨That rule still goes.

その規則は今でも( )

【解答】通用する

⑩Anything goes.
( )

【解答】何でも結構

－７７－
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⑪They work hard to make the party go (well).

彼らはパーティーが( )よう一生懸命努力した

【解答】うまく行く

⑫I won’t go so far as to say that she is a fool.

彼女がばかだと( )つもりはない

【解答】までは言う

② …「到達点へと向かう動き」

①A new idea came to me.

新しいアイデアが( )

【解答】浮かんだ

②Her efforts came to nothing.

彼女の努力は( )

【解答】何にもならなかった

③His dream came true.

彼の夢が( )

【解答】実現した

④The explosion came about by accident.

その爆発は偶然に( )

【解答】起こった

－７８－
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⑤In time the children came to love their teacher.

しばらくするうちに子供たちは先生が好きに( )

【解答】なっていった(なった)

…「土台・底」

①There is no ground for fear.

恐れる( )は何もない

【解答】理由

②We couldn’t reach common ground.

我々は共通の( )に至る(達する)ことができなかった

【解答】立場(見地)

……「徐々に 段々 大きくなる」

他動詞の場合は「大きくなるようにする→ 植物などを 育てる」。

①The situation grew in gravity.

事態は( )

【解答】深刻の度を増した

②The small shop grew into a large firm.

その小さな店は発展して大会社に( )

－７９－
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【解答】なった

③The idea grew on him.

彼はその考えに( )

【解答】とりつかれていった

④Jack has grown out of the bad habit.

ジャックは成長するにつれてその悪癖が( )

【解答】直った

⑤The boy quickly grew out of his clothes.

少年は急に( )

【解答】大きくなって(今までの))服が着られなくなった

⑥I grow many kinds of roses.

私は何種類ものバラを( )

【解答】栽培している

⑦He is growing a beard.

彼はひげを( )

【解答】生やしている

－８０－
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…「手」

①The child is in good hands.

その子は( )

【解答】よい人の世話を受けている

②The girl lent a hand to the old man.

その女の子は老人を( )した

【解答】手助け

③He gave me a hand (in) cleaning the floor.

彼は床を掃除するのを( )

【解答】手伝ってくれた

④The secretary handed him the letter.

秘書は彼に手紙を( )

【解答】手渡した

⑤I handed in my papers.

私は答案を( )

【解答】提出した

－８１－
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……「～を持っている」

You should have a mechanic look at this car before you buy it.

君はこの車を買う前に( )べきだ

【解答】自動車工に見てもらう

……「持つ つかむ 保持する」

①How many persons does this hall hold?

このホールは何人( )ますか?

【解答】収容でき

②She held a conversation with him.

彼女は彼と会話を( )

【解答】続けた

③How long will this rope hold?

どれぐらいの間このロープは( )?

【解答】もちますか

④You don’t have to be ashamed. Just hold your head up.

何も恥じる必要はない。( )ればいい

【解答】毅然(きぜん)としてい

－８２－

『核』のイメージ 練習問題



⑤He holds stocks in this company.

彼はこの会社の株を( )

【解答】持っている

⑥People once held that the world was flat.

人は昔地球は平らだと( )

【解答】思っていた

⑦I can not hold the horse.

その馬は( )

【解答】手に負えない

⑧He held back his anger.

彼は怒りを( )

【解答】抑えた

⑨Hold it!
( )

【解答】やめなさい

⑩He held his breath.

彼は息を( )

【解答】止めた

⑪Hold your tongue and listen to me.
( )話を聞きなさい

－８３－
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【解答】おしゃべりせずに(だまって)

⑫I hold it my duty to pay the tax.

税金を払うのが私の義務だと( )

【解答】思う

…「良くない 完全でない 」

①ill manners[behavior]
( )

【解答】無作法(ふさわしくない行動)

②ill management
( )管理

【解答】まずい(悪い)

③ill treatment of minorities

少数民族に対する( )取扱い

【解答】苛酷な(ひどい)

④ill news
( )知らせ

【解答】悪い

－８４－
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⑤This skirt fit ill.

このスカートは( )

【解答】合わない

⑥She spoke ill of her husband.

彼女は夫のこと( )

【解答】を悪く言った(けなした)

…「興味・関心 を起こさせるもの 」

①Mat doesn’t have any interest in sports.

マットはスポーツに全く( )を示さない

【解答】興味

②places of interest
( )

【解答】名所

③What in the debate interested you so much?

討論の中の何があなたにそれほど( )のですか

【解答】関心を抱かせた

④We have an interest in that firm.

我々はあの会社に( )がある

【解答】関係(利害関係)

－８５－

『核』のイメージ 練習問題



⑤free of interest
( )

【解答】無利子で

⑥You have to pay ten percent interest on the loan.

ローンに10％の( )を支払わなければなりません

【解答】金利(利子)

⑦the banking interest

銀行( )

【解答】業界

⑧the landed interest

地主( )

【解答】階級(側・層)

…「～を出す」

自動詞の場合は「出る 出てくる 」。

①issue a statement

声明を( )

【解答】出す

－８６－
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②This magazine is issued once a month.

この雑誌は月１回( )

【解答】発行される

③They issued clothing to the recruits.

彼らは新兵に衣料を( )

【解答】支給した

④The accident issued from their lack of experience.

事故は彼らの経験不足から( )

【解答】起こった

⑤The teacher took up an issue.

その先生はある( )を取り上げた

【解答】問題

⑥rthe question at issue
( )問題

【解答】論争中の

⑦the issue of a newspaper

新聞の( )

【解答】発行

⑧the April issue of a magazine

雑誌の４月( )

【解答】号

－８７－
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……「正しい」「公正な」

①a fair and just decision

公平かつ( )決定[判断]

【解答】正しい(公正な)

②just anger
( )怒り

【解答】もっともな

③You certainly have a just claim to the money.

君には確かにそのお金を受けとる( )権利がある

【解答】正当な

④a just scale
( )尺度

【解答】正確な

⑤just at six o’clock
( )６時に

【解答】ちょうど

⑥That’s just what I have wanted.

それは( )私の欲しかったものだ

【解答】まさに

－８８－
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⑦Don’t be angry with him. He is just a child.

彼に腹を立てなさんな。( )子供なのだから

【解答】ほんの

⑧Just a moment, please.
( )お待ちください

【解答】ちょっと

……「持っている 手放さない 」

①Can you keep a secret?

君は秘密が( )るか

【解答】守れ

②If you want to keep meat for long, freeze it.

肉を長く( )おきたいなら、冷凍しなさい

【解答】保存して

③Wherever you are, just keep in touch.

どこにいても( )で下さい

【解答】連絡を絶やさない

－８９－
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…「最後まで続く 持ちこたえる 」

①He remained faithful to the last.

彼は( )忠実であった

【解答】最後まで

②He is the last man to tell lies.

彼は( )

【解答】決して嘘をつくような人ではない

③The storm lasted (for) five days.

嵐は５日間( )

【解答】続いた

④How long will he last?

彼はあとどのくらい( )だろう

【解答】もつ

⑤a lasting peace
( )平和

【解答】恒久的

－９０－
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…「導く」

①The waiter led us to our reserved seats.

ウエーターが我々を予約席まで( )

【解答】案内してくれた

②I was led to the conclusion that he was right.

私は彼が正しいという結論( )

【解答】に至った

③Too much work often leads to illness.

働き過ぎはしばしば病気を( )

【解答】もたらす(ひき起こす)

④You lead and we’ll follow.

あなたが( )、あとから私たちがついて行きます

【解答】先に立って行ってください(先導してください)

⑤The activist led the movement to abolish the unfair law.

その活動家は、不公平な法を廃止するための運動を( )

【解答】指揮した

⑥The politician leads the Democratic Party now.

その政治家は現在民主党を( )

【解答】率いている

－９１－
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⑦Our team was leading our opponents２-１ at half time.

うちのチームは前半相手方を２-１で( )

【解答】リードしていた

⑧She led a happy life[existence].

彼女は( )

【解答】幸福な生活を送った

⑨The missionary visited the leading countries of Europe.

その使節はヨーロッパの( )国を訪ねた

【解答】主要

⑩He is looked on as one of our leading novelists.

彼はわが国の( )小説家の一人と見なされている

【解答】一流

……「 自らの意志でパッと 手放す、放り出す」

そこから転じて「～を許す」という意味が生まれた。

①The police let them go.

警察は彼らを( )

【解答】釈放した

②Please let him in.

彼を( )ください

－９２－
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【解答】中に入れて

…「一本の線 糸 」

①The boys stood in (a) line.

男の子達は( )並んでいた

【解答】１列に

②Write on every other line.
( )書きなさい

【解答】１行おきに

③He forgot his lines.

彼は( )を忘れた

【解答】セリフ

④The line’s busy.
( )

【解答】お話し中です

⑤Mr. Lee is on another line.

リーさんは( )

【解答】別の電話に出ています

－９３－
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⑥Drop me a line.
( )

【解答】ご一報下さい

⑦a line of foreign ministers
( )外務大臣

【解答】歴代の

⑧the line between France and Germany.

フランスとドイツの( )

【解答】国境

⑨What he demanded goes over the line.

彼の要求したことは( )を越えている

【解答】限度

⑩Skiing isn’t in my line.

スキーは私の( )ではない

【解答】得意とするもの

⑪Our prestige and honor are on the line.

我々の威信と名誉は( )

【解答】風前の灯だ

⑫What line (of business) are you in?
( )

【解答】ご商売(職業)はなんですか

－９４－
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⑬She is in the selling line.

彼女は( )をしています

【解答】販売関係の仕事

…「目を向ける」

①I looked into his face.

私は彼の顔を( )

【解答】のぞき込んだ

②I’ll look into the matter of reservations.

予約の件を( )みましょう

【解答】調べて(調査して)

………「割り当てられたもの」

①The lot fell on[to] Jim.

ジムが( )に当った

【解答】くじ

②That’s your lot.

それがお前の( )だ

－９５－
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【解答】取り分(分け前)

③a parking lot
( )

【解答】駐車場

④It is my lot to take care of troubled people.

困った人達の面倒を見るのが私の( )だ

【解答】運命

⑤He is a heartless lot.

彼は薄情な( )だ

【解答】やつ

⑥That’s the lot.

それで( )だ

【解答】全部

⑦He reads a lot.

彼は( )本を読む

【解答】沢山

⑧You are a lot wiser than you were.

君は昔より( )賢い

【解答】はるかに

－９６－
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…「 力を加えて あるものを存在に至らしめる」

①This film made him.

この映画が彼を( )

【解答】成功させた

②I could not make myself understood in English.

私の英語は( )なかった

【解答】通じ

③He will make an excellent teacher.

彼はすばらしい教師( )だろう

【解答】になる

…「一組 ペア の片方」「相手に匹敵する人 物 」

①A flyweight is no match for a heavyweight.

フライ級の選手はヘビー級( )

【解答】の相手にはならない(とてもかなわない)

②The dress isn’t a very good match for your coat.

そのドレスは君のコート( )

【解答】にあまり似合わない

－９７－
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③Susan is a good match.

スーザンは( )だ

【解答】理想的な結婚相手

④The carpet ought to match the wallpaper.

カーペーットは壁紙と( )ものでなければならない

【解答】調和する

⑤I can’t match her skill[talent].

彼女の腕前[才能]に( )

【解答】太刀打ちできない(かなわない)

⑥They are well matched.

彼らは( )

【解答】実力が互角だ

⑦No store can match this one for good service.

サービスの点でこの店に( )店はない

【解答】匹敵する

…「測る」

①They measured a room.

彼らは部屋の( )

－９８－
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【解答】寸法を測った

②Father measured my boyfriend at a glance.

父は私のボーイフレンドを一目で彼を( )

【解答】評価した

③We should measure our words and acts.

私達は言動に( )べきだ

【解答】慎重を期す

④The ship measures 80 feet long.

その船は( )

【解答】長さ80フィートある

⑤A[The］meter is a measure of length.

メートルは長さの( )です

【解答】単位

⑥a tape measure
( )

【解答】巻き尺

⑦Some people say wealth is a measure of a person’s worth.

富は人の価値を測る( )だという人もいる

【解答】基準(尺度)

－９９－
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⑧I think there is some measure of truth in what you say.

君の言うことには( )真実があると思う

【解答】ある程度(の)

⑨The police should take strong measures against drunken driving.

警察は酔っぱらい運転に対して( )べきだ

【解答】強硬な措置をとる

…「 面と向かって 見合う・接する」

自らの意志で(意識的に)「見合う」場合と、偶然(意思と無関係に)

「見合う」場合がある。

①He met with an accident on his way.

彼は途中で事故( )

【解答】にあった

②We went to the airport to meet our family.

空港に家族を( )に行った

【解答】(出)迎え

③The river meets another below this bridge.

川はこの橋の下流で別の川と( )

【解答】合流する

－１００－
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④We will meet the problem from a new angle.

新しい角度からこの問題に( )もう

【解答】取り組

⑤We were working hard to meet the deadline.

締め切りに( )ように必死になって仕事をした

【解答】間に合う

⑥I’ll try to meet your wishes.
( )ように努力します

【解答】ご希望にそう

…「小さく分けた もの 」

①minute differences
( )差異

【解答】ごくわずかな

②minute organisms
( )生物

【解答】微

③a minute examination
( )調査

【解答】綿密な

－１０１－
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……「～をとらえ損なう」

①I missed the last train.

最終電車に( )てしまった

【解答】乗り遅れ

②I missed the easy ball.

簡単に打てる球を( )てしまった

【解答】空振りし

③I missed my only chance.

僕は唯一の機会を( )

【解答】逸した(逃した)

④I missed the opening part of the play.

その劇の開幕部分を( )

【解答】見そこなった

⑤Don’t miss a word I’m going to say.

これから私の言うことを一言も( )てはいけない

【解答】聞きもらし

⑥He missed the class.

彼は授業に( )

【解答】欠席した

－１０２－

『核』のイメージ 練習問題



⑦He missed the point of the joke.

彼はその冗談の落ちが( )

【解答】わからなかった

⑧The mother missed her child.

その母親は子供が( )

【解答】いなくて寂しかった

⑨I miss ”sake.”

酒が( )

【解答】恋しい

……「動く かす 」

①His speech moved the audience deeply.

彼の演説は聴衆を深く( )

【解答】感動させた

②His words moved them to laughter.

彼の言葉は( )

【解答】彼らを笑わせた

－１０３－
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③I move that the meeting (should) adjourn.

休会(の動議)を( )

【解答】提出します

…「神経」

①a motor nerve

運動( )

【解答】神経

②He is in a state of nerves.

彼は( )

【解答】いらいらしている(興奮している)

③While listening to him, I suffered from nerves.

彼の話を聞きながら、私は( )

【解答】いらいらした

④It’s just nerves.
( )

【解答】気のせいだよ

⑤I got nerves at the interview.

私は面接の時( )

【解答】上がってしまった

－１０４－
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⑥Jack is a man of nerve.

ジャックは( )だ

【解答】度胸のある男

⑦It takes a lot of nerve to do a bungee jump.

バンジージャンプをするにはとても( )がいる

【解答】勇気

⑧You have nerve!
( )

【解答】おまえは生意気だ

……「注意を引くための印 を付ける・書く 」

①The new edition has foot notes.

新版には豊富な( )が付いている

【解答】脚注

②a five-pound note

５ポンド( )

【解答】紙幣

③Please take note of what I say.

私の言うことを( )下さい

－１０５－
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【解答】よく注意して聞いて

④Please note her words.

彼女の言葉に( )ください

【解答】注目して

⑤She noted a change in her husband’s behavior.

彼女は夫の行動の変化に( )

【解答】気付いた

⑥He noted the fact in his speech.

彼は演説でその事実に( )

【解答】触れた(言及した)

⑦I noted down the main points of the lecture.

私は講義の要点を( )

【解答】書き留めた

…「注目 する・させる 」

①His latest work is worthy of notice.

彼の最新作は( )に値する

【解答】注目

－１０６－
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②Nobody took any notice of his advice.

誰も彼の忠告を( )なかった

【解答】気にとめ(注目し)

③I received notice of her marriage.

彼女の結婚の( )を受け取った

【解答】通知

④He was fired without notice.

彼は( )首になった

【解答】予告なしに

⑤I put up the notice on the door.

私はドアに( )をした

【解答】張り紙

⑥I noticed that someone was following me.

誰かが私を尾行していることに( )

【解答】気がついた

⑦I noticed him that he should finish the task by monday.

彼に月曜までにその仕事を終えるように( )

【解答】通告した

－１０７－

『核』のイメージ 練習問題



…「新しい」

①The writer wrote a historical novel.

その作家は歴史( )を書いた

【解答】小説

②The government adopted a novel approach to the problem of population.

政府は人口問題に対する( )取り組み方を取り入れた

【解答】斬新な(新しい)

…「～に 反対して 投げつける」

①My wife objects if I drink.

私が酒を飲むと妻は( )

【解答】文句を言う

②I object to the question.

その質問に( )

【解答】異議があります(反対だ)

③We saw an object in the distance.

我々は遠くにある( )を認めた

【解答】物体

－１０８－
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④an object of study

研究対象

【解答】書き留めた

⑤He is now an object of curiosity.

彼は今や好奇の( )である

【解答】的(対象)

⑥Finally she attained her object.

彼女はついに( )を達した

【解答】目的

…「上から覆いがかぶさっている」

①His explanation is obscure.

彼の説明は( )

【解答】あいまいだ(わかりにくい)

②an obscure little village
( )片田舎

【解答】辺ぴな

③In those days he was a young obscure artist.

その当時、彼は若い( )芸術家だった

【解答】無名の

－１０９－
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④I saw an obscure figure in the fog.

霧の中に( )人影を見た

【解答】かすかな(ぼんやりと)

⑤the obscure outlines of the distant shore

遠い岸辺の( )輪郭

【解答】ぼんやりした

…「～に対して観察・注意の目を向ける」

①An astronomer observes the stars.

天文学者は星を( )

【解答】観測する

②He observed a ship in the distance.

彼は遠くにいる船に( )

【解答】気付いた

③It will be fine tomorrow,” he observed.
「明日は晴れるだろう」と彼は( )

【解答】言った

④She always observes a rule.

彼女はいつも規則を( )

－１１０－
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【解答】守る

⑤They observed an anniversary.

彼らは記念祝賀式を( )

【解答】行った

⑥They observe Independence Day in the U.S.

アメリカでは独立記念日を( )

【解答】祝う

……「不ぞろいの」

①He wears odd socks.

彼は左右( )靴下をはいている

【解答】そろわない

②My friend is a very odd person.

私の友人はとても( )人だ

【解答】変わった

③It is odd that you talk to a stranger.

見知らぬ人に話しかけるなんて( )よ

【解答】変だ(おかしい)

－１１１－
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④Three and five are odd numbers.

３と５は( )だ

【解答】奇数

⑤Jack does odd jobs during the summer vacation.

ジョンは夏休みの間( )をする

【解答】アルバイト(臨時の仕事)

⑥at odd moments
( )

【解答】余暇に(時たま、手の空いた時に)

⑦fourty odd years
( )

【解答】40数年

…「任務」

①He resigned his office last month.

彼は先月( )

【解答】辞任した

②She took office this month.

彼女は今月( )

【解答】就任した

－１１２－
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③I managed to perform the office.

私は何とかその( )を果たすことが出来た

【解答】任務

④The term of office of the President is four years.

大統領の( )は４年だ

【解答】任期

⑤I work in an an insurance office.

私はある保険( )に勤めている

【解答】会社

⑥Our office is on the fifth floor.

うちの( )は５階にあります

【解答】社(職場)

⑦I obtained the job by the (kind[good]) offices of my friend.

友人の( )のおかげでその仕事を手に入れることができた

【解答】尽力

…「仕事をする させる 」「働く かせる 」

①The machine is not operating properly.

機械がうまく( )いない

－１１３－
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【解答】動いて

②The device is easy to operate.

その装置は( )やすい

【解答】操作し

③The company operates in several countries.

その会社は数か国で( )

【解答】事業を行っている

④Who will operate the office after his retirement?

彼の引退後、誰が会社を( )のか

【解答】経営する

⑤The mind operates powerfully on[upon] the body.

精神は肉体に強い( )

【解答】影響を及ぼす

⑥Several causes operated to bring on the revolution.

いくつかの原因が( )て革命が起きた

【解答】作用し

⑦The surgeon operated on him for appendicitis.

医者は彼に盲腸の( )

【解答】手術をした

－１１４－
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……「 規則正しい）状態・順序・序列」

①in alphabetical order

ＡＢＣ( )に

【解答】順

②I put[set, left] my life in order.

私は生活を( )

【解答】整理した

③The house was in order.

家は( )いた

【解答】整然として

④The public telephone is out of order.

この公衆電話は( )いる

【解答】故障して

⑤Teachers should keep order in their class.

教師はクラスの( )を維持すべきだ

【解答】秩序

⑥They acted on orders from superiors.

彼らは上役の( )に従って行動した

【解答】命令

－１１５－
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⑦May I have your order, please?
( )はいかがいたしましょうか?

【解答】ご注文

⑧He ordered me to do the job alone.

彼は私にその仕事を一人でするよう( )

【解答】命じた(命令した)

⑨He ordered two books from London.

彼はロンドンに本を２冊( )

【解答】注文した

……「通る・(通過する)」

①I passed behind[in front of] him.

私は彼の後ろ[前]を( )

【解答】通った

②A new tunnel will pass under the mountain.

新しいトンネルがその山の下を( )ことになる

【解答】走る

－１１６－
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③When a bill passes, it becomes law.

法案は( )と法律になる

【解答】通過する

④He passes under the name of Johnny.

彼ははジョニーという名で( )

【解答】通っている

⑤The facsimile isn’t very good, but it will pass.

そのファックスはあまり写りがよくないが、( )だろう

【解答】なんとか間に合う

⑥The pain has passed.

痛みは( )

【解答】なくなった

⑦The custom is passing.

この習慣は( )

【解答】すたれつつある

⑧The patient passed away after a long illness.

その患者は長患いの末に( )

【解答】亡くなった

⑨A change passed over his face.

彼の顔に変化が( )

－１１７－
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【解答】現れた

⑩What passed (between him and her) while I was away?

私がいない間に(彼と彼女に)何が( )の

【解答】起こった

⑪Blue passed into gray.

青色が灰色に( )

【解答】変わった

⑫I passed a string through a hole.

私は穴に糸を( )

【解答】通した

⑬Congress passed the new bill quickly.

国会は新法案を迅速に( )

【解答】可決した

⑭Pass the salt, please.

塩を( )ください

【解答】取って

⑮The secret process was passed down from father to son.

秘密の製法は父から子へと( )

【解答】伝えられた

－１１８－
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…「苦痛を受けている」

①He is patient with others.

彼は他人に対して( )

【解答】辛抱強い

②The doctor has a large number of patients.

その医者は( )が多い

【解答】患者

……「乏しい」

①This country is poor in natural resources.

この国は天然資源が( )

【解答】乏しい

②We had a poor crop of rice this year.

今年は米が( )だ

【解答】不作

③He was a poor artist in those days.

その当時彼は( )芸術家だった

－１１９－
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【解答】貧しい

④The poor student failed the test again.

その( )学生はまた試験に落ちた

【解答】かわいそうな

⑤Poor fellow[thing]!
( )!

【解答】かわいそうに

⑥I am poor at speaking French.

私はフランス語が( )

【解答】よくできない(苦手だ、不得意だ)

⑦He made a poor excuse for coming late.

彼は遅れたことで( )言い訳をした

【解答】まずい(下手な)

⑧poor soil
( )土地

【解答】やせた

⑨The singer was in poor health late in life.

その歌手は晩年は( )

【解答】健康がすぐれなかった

－１２０－
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…「人々が好む」

①The Korean singer is very popular among teenagers.

その韓国人歌手は十代の若者に非常に( )

【解答】人気がある

②pop(ular) culture
( )

【解答】大衆文化

③popular opinion
( )

【解答】世論

④popular superstitions
( )迷信

【解答】民間の

⑤He was forced to leave the office by popular demand.
( )要求により彼は辞任せざるを得なかった

【解答】民衆の(人民の)

⑥a popular fallacy
( )誤った考え

【解答】世間一般に信じられている(世間で広まっている)

－１２１－
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…「力」

①He is a man of varied powers.

彼は多彩な( )の持ち主です

【解答】才能

②the party in power
( )

【解答】政権党(与党)

③Japan is a world[the world’s] economic power.

日本は世界の経済( )だ

【解答】大国

④The politician is the power behind the throne.

その政治家は陰の( )だ

【解答】実力者

…「 繰り返し 行う、実行する」

①Theory and practice should go together.

理論には( )が伴うべきだ

【解答】実践

－１２２－
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②The plan was put into practice.

その計画は実行に移された

【解答】実力者

③Will the plan be good in practice?
( )その計画は有効なのです

【解答】実際には

④She practices economy.

彼女は倹約を( )

【解答】実行(実践)している

⑤You mustn’t practice the trumpet at night.

夜はトランペットの( )てはいけません

【解答】練習をし

⑥Tom practices law[medicine].

トムは弁護士[医者]を( )

【解答】開業している

⑦the practice of sitting up late

夜更かしの( )

【解答】習慣

－１２３－
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…「非のうちどころが無く美しい」

①He earns a pretty sum of money.

彼は( )額の金を稼いでいる

【解答】かなりの

②It costs a pretty penny to repair my house.

家を修理するのには( )がかかる

【解答】大金

③These cigars are pretty good.

この葉巻は( )上等です

【解答】かなり

④I found her pretty much the same as she was ten years ago.

彼女は10年前と( )変わっていなかった

【解答】ほとんど

…「自分の 所有 物」

①Mr. Brown is a man of property.

ブラウン氏は( )です

【解答】財産家(資産家)

②Is this bag your property?

このバッグはあなたの( )ですか

－１２４－
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【解答】もの(持ち物)

③real property
( )

【解答】不動産

④literary property
( )

【解答】著作権

⑤The man had property in land.

その男性が土地の( )を持っていた

【解答】所有権

⑥These hot springs possess properties for healing wounds.

この温泉は傷を治す( )がある

【解答】性質(特性)

…「調べる、検査する」

①The lawyer proved that the accused was innocent.

その弁護士は被告が潔白であることを( )

【解答】証明した

－１２５－
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②This letter proves him (to be) still vigorous.

この手紙を見ると彼がまだ元気でいることが( )

【解答】わかる

③The new system proved (to be) useless.

新しい制度は役に立たないことが( )

【解答】わかった

……「あるものを、何かしらの位置に置く 移動させる 」

①He put the book on the desk.

彼はその本を机の上に( )

【解答】置いた

②He put the money in[into] his pocket.

彼はお金をポケットに( )

【解答】入れた

③Don’t put your head out of the car window.

車の窓から外に顔を( )な

【解答】出す

④She put her lips to his ear.

彼女は唇を彼の耳に( )

－１２６－
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【解答】近付けた

⑤Let me put it this way.
( )

【解答】つまりですね

⑥Simply put, he is wrong.
( )、彼は間違っているのだ

【解答】簡単に言えば

⑦Put this into English.

これを英語に( )

【解答】直しなさい(訳しなさい)

⑧Put your room in order.

部屋を( )

【解答】整頓しなさい

…「～を上げる」

①If you have any question, raise your hand.

何か質問があったら手を( )

【解答】上げなさい

②He was raised to vice-president.

彼は副社長に( )

－１２７－
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【解答】昇進した

③She raised a man from his knees.

彼女はひざまずいている男性を( )

【解答】立たせた

④A lot of money was raised to have the church roof repaired.

教会の屋根を修理してもらうため多額の金が( )

【解答】集められた

⑤We raise tomatoes.

私たちはトマトを( )

【解答】栽培している

⑥He raises a large family.

彼は大家族を( )

【解答】養っている

⑦raise doubts

疑惑を( )

【解答】招く

⑧We raised a question.

我々は問題を( )

【解答】提起した

－１２８－
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⑨She raised objection to the proposal.

彼女はその提案に異議を( )

【解答】唱えた

…「ある場所にまで 手を伸ばしてそこに 届く」

①I can reach the ceiling.

私は天井に( )

【解答】手が届く

②I reached New York on Monday.

月曜日にニューヨークに( )

【解答】着いた

③We reached the final conclusion.

我々は最終結論に( )

【解答】達した

④Can I reach him by phone at the office?

事務所にいる彼に電話( )できますか

【解答】連絡

⑤His speech reached the hearts of the audience.

彼の演説は聴衆に( )

－１２９－
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【解答】感銘を与えた

⑥The boy reached for the magazine.

少年は雑誌を取ろうと( )

【解答】手を伸ばした

…「準備が出来ている」

①I’ve packed up my things, so we’re ready to leave any time.

所持品を荷造りしたので、いつでも出かける( )います

【解答】用意ができて

②I’m always ready to help you.

いつでも( )お手伝いします

【解答】喜んで

③The man said, ”I am ready for death.”

その人は「死ぬ( )います」と言った

【解答】覚悟ができて

④He is ready to forget important things.

彼は大切なことを忘れ( )

【解答】がちだ

⑤The baby was ready to cry.

その赤ん坊は( )泣き出( )だった

－１３０－
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【解答】今にも／しそう

…「現実のものとする」

①I realized that no one loved me as much as my parents did.

私は自分の両親ほど自分を愛してくれる人のないことを( )

【解答】悟った

②Our plan has been fully realized.

私達の計画は完全に( )

【解答】実現した

…「理」

①She refused without an obvious reason.

彼女は明白な( )もなしに断った

【解答】理由

②We have good reason to believe that it is true.

それが本当だということを信じる十分な( )がある

【解答】根拠

－１３１－
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③It’ll give me a reason to see you again.

そうすればまた君に会う( )ができる

【解答】口実

④He is a man of reason.

彼は( )のある人間だ

【解答】判断力

⑤Animals have no reason.

動物には( )がない

【解答】理性

⑥The man lost his reason when he heard the news.

その男性はその知らせを聞いて( )を失った

【解答】正気

⑦There is a great deal of reason in her advice.

彼女の忠告には十分な( )がある

【解答】道理

⑧Man alone has the ability to reason.

人間だけに( )能力がある

【解答】思考する

⑨The jury reasoned whether the accused was guilty or not.

陪審は被告が有罪かどうかを( )

【解答】議論した

－１３２－
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⑩We reasoned badly[soundly].

我々は誤って[正しく]( )

【解答】推論した

⑪They reasoned that he was guilty.

彼らは彼が有罪であると( )

【解答】判断した

⑫I reasoned my parents into agreeing to the plan.

私は両親を( )てその計画に同意させた

【解答】説得し

…「 情報源・話題の中心 に向かう」

他動詞の場合は「～を 情報源・話題の中心 向ける」。

①He referred to his past experience in his speech.

演説の中で彼は自らの過去の経験について( )

【解答】言及した(触れた)

②Who are you referring to?

誰のことを(指して)( )のか

【解答】言っている

－１３３－
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③We often refer to the U.S. flag as the Stars and Stripes.

よく米国国旗のことを星条旗と( )りする

【解答】呼んだ

④You should refer to a dictionary.

辞書を( )べきだ

【解答】引く

⑤They referred to me for information.

彼らは私に(情報を求めて)( )

【解答】問い合わせてきた

⑥The regulations refer only to university students.

その規定は大学生にのみ( )

【解答】適用される

⑦Such rules refer to this case.

そのような規則はこの場合に( )

【解答】適用される

⑧I refer you to Mr. Martin about the details.

詳細についてはマーチン氏に( )

【解答】問い合わせてください

⑨The principal referred me to my homeroom teacher.

校長先生は私に担任の先生のところに( )

【解答】行くように言った

－１３４－
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⑩I refer you to the dictionary for the correct spelling.

正確なつづりは辞書で( )

【解答】調べなさい

…「自分の方へ向ける 曲げる 」

①Amirror reflects light.

鏡は光を( )

【解答】反射する

②The shopwindow reflected my tired face.

私の疲れた顔が店のウインドーに( )

【解答】映っていた

③Newspapers reflect public opinion.

新聞は世論を( )

【解答】反映する

④The victory reflected honor on the team.

勝利がそのチームに栄誉を( )

【解答】もたらした

⑤I reflected that he was only a child.

私は、彼はほんの子供に過ぎないと( )

【解答】考えた

－１３５－
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⑥Give me time to reflect.
( )時間をください

【解答】じっくり考える(反省する)

⑦He reflected on his past life.

彼は過去の生活をじっくりと( )

【解答】ふり返ってみた

…「感情を込めて見る」

①The writer regards his father highly.

その作家は自分の父親を高く( )

【解答】評価している

②We should regard the rights of others.

他人の権利を( )べきだ

【解答】尊重す

③You’d better regard what I have to say.

私の言うことには( )た方がいいよ

【解答】注意を払っ

④They regarded him as a national hero.

彼らは彼を国民の英雄と( )

－１３６－
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【解答】考えた(みなした)

⑤This does not regard me at all.

これは私には全く( )

【解答】関係がない

⑥I hold her in high regard.

私は彼女を非常に( )しています

【解答】尊敬

⑦Our teacher has no[little］regard for the feelings of students.

うちの先生は生徒の感情など全然[ほとんど]( )しない

【解答】考慮

⑧Pay more regard to those around you.

まわりの人々にもっと( )を払いなさい

【解答】注意

⑨Please give my kindest[best/ cordial］regards to your father.

お父様( )

【解答】によろしくお伝えください

⑩I have nothing to say in this regard.

この( )については何も言うことはありません

【解答】点

－１３７－
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⑪As regards corn, prices are shooting up.

トウモロコシ( )、価格は暴騰している

【解答】についていえば(については)

⑫I believe it would be inefficient with regard to the present issue.

現在の問題( )それは非効率的だと思います

【解答】に関しては(については)

⑬The plans were made without regard to his advice.

計画は彼の忠告( )立てられた

【解答】を無視して

…「後に残る、とどまる」

①She left, but I remained at home.

彼女は出て行ったが、私は家に( )

【解答】残った(とどまった)

②She remained standing before the mirror.

彼女は鏡の前に立った( )

【解答】ままだった

③Nothing remains to be told.
( )

－１３８－
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【解答】これ以上言うことは何もない

④The problem still remains to be solved.
( )

【解答】その問題の解決はこれからだ

⑤It remains to be seen if they can find the solution to the problem.

彼らがその問題を解決できるかどうかは( )

【解答】これからのことだ(まだわからない)

⑥the remains of supper

夕食の( )

【解答】残り

⑦the remains of an ancient palace[city]

古代王宮[都市]の( )

【解答】遺跡

…「繰り返し行く 出かける 」

①His family resort(s) to the restaurant.

彼の家ではそのレストランに( )

【解答】よく行く

－１３９－
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②at the mountain resorts

山の( )で

【解答】観光地(保養地)

③They resorted to arms[violence, a strike] .

彼らは武力[暴力・ストライキ]に( )

【解答】訴えた

④The loan shark is my last[only] resort.

サラ金が( )になった

【解答】最後の頼みの綱

⑤as a[the] last[final] resort
( )

【解答】最後の手段として

…「動きを止める が止まる 」

①Let’s take[have] a rest.
( )しよう

【解答】一休み(休息)

②I rested from my work for a while.

私はしばらくの間は仕事の手を( )

【解答】休めた

－１４０－
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③He rested his horse.

彼は馬を( )

【解答】休ませた

④He rested a ladder on the wall.

彼は塀にはしごを( )

【解答】かけた(たてかけた)

⑤She rested her chin on her hands.

彼女は( )

【解答】ほおづえをついた

⑥The man rested his gaze on his son’s face.

彼は息子の顔に視線を( )

【解答】すえた(向けた)

⑦Their argument rested on a false assumption.

彼らの議論は誤った仮定に( )

【解答】基づいていた

⑧A smile rested on her lips.

ほほえみが彼女の口もとに( )

【解答】浮かんだ

⑨The final decision rests with you.

最終決定は君に( )

－１４１－
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【解答】かかっている

⑩It all rests with you whether I will help you.

私があなたを助けるかどうかは、すべてあなた(の出方)( )

【解答】次第です

…「まっすぐな に 」

①I went right home.

私は( )家に帰った

【解答】まっすぐ

②Come right back.
( )戻って来い

【解答】まっすぐ

③The man looked her right in the eye.

その男は( )

【解答】彼女の目を直視した

④the right answer
( )答え

【解答】正しい
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⑤the right man in the right place
( )

【解答】適材適所

⑥Always do what is right.

常に( )ことをせよ

【解答】正しい

⑦I am all right now.
( )もう元気です

【解答】今は

⑧Is he in his right mind[senses]?

彼は( )ですか

【解答】正気

⑨The curry and rice was cooked just right.

そのカレーライスは( )料理できた

【解答】うまく

⑩This phone doesn’t work right.

この電話機は( )

【解答】調子が悪い

⑪right before one’s eyes
( )目の前で

－１４３－
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【解答】ちょうど(まさに)

⑫Our house is right across the street.

わが家は( )ある

【解答】その通りの真向かいに

⑬human rights
( )

【解答】人権

⑭civil rights
( )

【解答】公民権

⑮I have a right to request[of requesting] it.

私にはそれを要求する( )がある

【解答】権利

⑯I know the difference between right and wrong.

私は( )悪の別をわきまえている

【解答】善

⑰Keep to the right.
( )

【解答】右側通行せよ
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⑱Call the police right now.
( )警察を呼びなさい

【解答】すぐ

⑲I was wet right to the skin.
( )びしょぬれになった

【解答】まったく(完全に)

……「～を ある方向に止まることなく、すばやくなめらかに 動かす」

自動詞の場合は「 ある方向に止まることなく、すばやくなめらかに

動く」。

①He runs a karaoke bar.

彼はカラオケバーを( )

【解答】経営している

②We ran a meeting well.

会議をうまく( )

【解答】運営した

③run the world

世界を( )

【解答】動かす
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④I don’t want you to run a risk.

君に危険を( )てもらいたくない

【解答】冒し

⑤This computer runs on batteries.

このコンピューターは電池で( )

【解答】作動する(動く)

⑥Our telephone bill ran to 30,000 yen.

電話料金の請求が３万円に( )しまった

【解答】なって

⑦Governor Suzuki ran for reelection.

鈴木知事は知事選に再び( )

【解答】出馬した(立候補した)

⑧The tap is running.

水道が( )います

【解答】出て

⑨Your nose is running.

鼻水が( )いるよ

【解答】出て

⑩My stocking ran again.

またストッキングが( )ちゃった

【解答】伝線し

－１４６－
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⑪The desire for adventure runs in his blood.

彼には冒険好きな( )

【解答】血統がある

⑫The river has run dry.

川の水は( )

【解答】干上がった

…「 浪費・面倒・危害から 安全 な状態にする」

①The man saved the child from a wild dog.

その男性はその子供を野犬から( )

【解答】救った

②He wanted to save money.

彼は金を( )かった

【解答】蓄えた

③Let’s save the meat for tomorrow.

肉を明日のため( )こう

【解答】取ってお

④You can save kerosene with this new gas heater.

この新しいガスヒーターで灯油が( )できます
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【解答】節約

⑤This personal computer will save you a lot of time and trouble.

このパソコンで時間と労力が大幅に( )でしょう

【解答】節約できる(される)

…「集まり」

①the classical school
( )

【解答】古典派

②a man of the old school
( )

【解答】古風な人

③the school(s) of thought

同じ思想( )

【解答】集団

④a school of fish[whales]

魚[鯨]の( )

【解答】群れ
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……「目 あるいは心の目でもって で感じ取る、見て取る」

①I see that you are right.

君が正しいことは( )よ

【解答】わかる

②Go and see whether[if] she has changed.

彼女が着替えをすませたかどうか( )きなさい

【解答】見て

③See (to it) that all the doors are locked.

全部の戸にカギをかける( )

【解答】ようにしなさい

④I’ll see the fence repaired.

塀が修理されるよう( )ます

【解答】取り計らい

⑤I have never seen such ill-treatment.

こんなひどい仕打ちに( )ことがない

【解答】会った

⑥Try to see yourself in my place.

君が私の立場に立ったと( )てごらん

【解答】想像し
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…「意味」「感覚」

①a sense of sight
( )

【解答】視覚

②a sense of hearing
( )

【解答】聴覚

③a sense of humor
( )

【解答】ユーモアのセンス

④a sense of direction
( )

【解答】方向感覚

⑤a sense of responsibility
( )

【解答】責任感

⑥He is a man of sense.

彼は( )だ

【解答】分別のある人
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⑦common sense
( )

【解答】常識

⑧She came to her senses.

彼女は( )

【解答】正気(意識)を取り戻した

⑨I couldn’t understand the real sense of his word.

彼の言葉の( )を理解できなかった

【解答】真意

⑩It’s true in a narrow sense (of the word).
( )それは正しい

【解答】(その言葉の)狭い意味では

⑪What is the sense of learning history?

歴史を学ぶ( )は何ですか

【解答】意義

⑫I sensed (that) something was wrong as soon as I saw his face.

彼の顔を見た瞬間、なにかおかしいと( )

【解答】感じた
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…「～にサービスを提供する 与える 」

①I served Mr.Smith for 20 years.

私はスミス氏に20年間( )

【解答】仕えた

②She serves at a bank.

彼女は銀行に( )

【解答】勤務している(勤めている)

③The man is serving a 14-year term in prison for burglary and murder.

その男は強盗殺人の罪で懲役１４年の刑に( )

【解答】服している

④She served pie for dessert.

彼女はデザートにパイを( )

【解答】出した

⑤This village has not yet been served with electricity.

この村にはまだ電気が( )ていない

【解答】供給され

⑥This tool will serve our purpose[needs]．
この道具で私たちの用は( )だろう

【解答】足りる

－１５２－
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⑦This table will serve.

このテーブルで( )だろう

【解答】間に合う

⑧The plane will take off when the weather serves.

飛行機は( )離陸します

【解答】天候が回復次第(天気が回復したら)

⑨(It) Serves you[him, them…] right.
( )

【解答】ざまあみろ(いい気味だ)

⑩I was served very badly at the company.

その会社では( )

【解答】ひどい仕打を受けた

⑪He served her a trick.

彼は彼女を( )

【解答】ぺてんにかけた

……「あるものを、定められた位置にきちんと置く 据える・定める 」

自動詞の場合は「定まる 定まった方向に自身が向かう 」「固ま

る 定着する 」。
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①The teacher set the tape recorder on the desk.

先生は机の上にテープレコーダーを( )

【解答】置いた

②She set the dishes on the table.

彼女はテーブルにごちそうを( )

【解答】並べた

③The speaker set his face toward the audience.

演説者は顔を聴衆に( )

【解答】向けた

④You must set a good example for your children.

子供の( )なくちゃね

【解答】良い手本になら(良い手本を示さ)

⑤Lincoln set the slaves free.

リンカーンは奴隸を( )

【解答】解放した

⑥Set your mind at rest.

心を( )

【解答】落ち着かせなさい

⑦She set her husband to paint the roof.

彼女は夫に屋根のペンキ塗りを( )

【解答】やらせた

－１５４－

『核』のイメージ 練習問題



⑧They set the date for their wedding.

彼らは結婚式の日取りを( )

【解答】決めた

⑨set conditions for the agreement

協定のための条件を( )

【解答】決める

⑩The sun sets in the west.

日は西に( )

【解答】沈む

⑪The wind set to the north.

風が北に( )

【解答】吹いていた

⑫Cement sets as it dries.

セメントは乾くと( )

【解答】固まる

⑬Her face set to hear the news.

彼女の顔はその知らせを聞くと( )

【解答】こわばった

－１５５－
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⑭Jim set about the work[writing].

ジムは仕事[執筆]に( )

【解答】とりかかった

⑮They set off on a trip to Hawaii.

彼らはハワイ旅行に( )

【解答】出かけた

…「落ち着かせる」

「座らせる」が原義。自動詞の場合は「落ち着く」。

①Nina settled her new hat on her head.

ニーナは新しい帽子を( )

【解答】しっかりとかぶった

②Jack settled himself in the armchair.

ジャックはひじ掛けいすに( )

【解答】腰を降ろした

③They are settled in their new house.

彼らは新しい家に( )

【解答】落ちついた

－１５６－
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④He settled his son in business.

彼は息子を実業に( )

【解答】つかせた

⑤The English settled this island more than fifty years ago.

この島は、50年以上前にイギリス人が( )

【解答】植民した

⑥My father took medicine to settle his nerves.

父は神経を( )ために薬を飲んだ

【解答】落ち着かせる

⑦The disputes between the two nations have been settled in a friendly way.
２国間の紛争は、友好的に( )

【解答】解決された

⑧He settled all his affairs before he went abroad.

彼は外国に行く前にすべての仕事を( )

【解答】片づけた

⑨We want to settle the date for the next meeting here today.

我々は今日ここで次の会合の日取りを( )たいと思う

【解答】決定し

⑩We’ve settled that we’ll go to the museum.

我々は博物館に行くことに( )

【解答】決めました

－１５７－
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⑪They were settling to a serious matter

彼らは重大な問題に( )

【解答】取り組んでいた

⑫The weather has settled.

天候が( )

【解答】安定した(落ち着いた)

⑬It is time you got married and settled down.

君も結婚して( )時だな

【解答】落ち着く

…「みんなで分かち合う もの 」

①He had[took] his share in[of] the profits.

彼は利益の( )をもらった

【解答】分け前

②I did my share of the work.

私もその仕事を( )

【解答】分担した

③You must bear your share of the responsibility.

君は責任の( )を負わなければならない
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【解答】一端

④I will pay[take] my share of the taxi fare.
( )は払います

【解答】自分のタクシー代

⑤What share did he have in their success?

彼は彼らの成功にどんな( )をしたのか

【解答】貢献

⑥He has 3,000 shares in the company.

彼はその会社の株を3,000( )持っている

【解答】株

⑦They shared the expenses.

彼らは費用を( )

【解答】分担した

⑧Two boys share the room.

２人の子がその部屋を( )

【解答】共用している

⑨I shared my cake with him.

僕は彼にケーキを( )

【解答】分けてやった
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⑩I have an interesting piece of news to share with you.

あなたに( )たいおもしろいニュースがある

【解答】伝え

……「記号」「しるし」

①the plus sign

プラス( )

【解答】記号

②The coming of robins is a sign of spring.

コマドリの訪れは春の( )だ

【解答】しるし

③There must have been some signs of the avalanche.

雪崩の( )があったはずだ

【解答】前兆(きざし)

④She gave no sign of fear.

怖がっている( )は見せなかった

【解答】様子(そぶり)

⑤He made a sign to me to stop.

彼は私に止まれという( )をした

－１６０－
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【解答】合図

⑥She talked by signs.

彼女は( )で話した

【解答】身ぶり

⑦sign language
( )

【解答】手話

⑧a traffic sign
( )

【解答】交通標識

⑨What does that sign say?

あの( )はなんと書いてあるのですか

【解答】掲示板(標識・看板)

⑩What is your sign of the Zodiac?

あなたの( )はなんですか

【解答】星座

⑪The man signed the check.

その男は小切手に( )

【解答】署名した
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⑫Jim signed his approval with a nod.

ジムはうなずいて賛成だという( )

【解答】身ぶりをした

⑬He signed me to come.

彼は私に来いと( )た

【解答】合図し

…「起点」

①He has done nothing since he left school.

彼は卒業して( )何もしていない

【解答】から(以来)

②I have known him since childhood.

彼を子供の頃( )知っている

【解答】から(以来)

③Since you look tired, you had better take a rest.

君は疲れているよう( )休息したほうがいい

【解答】だから(なので)

－１６２－

『核』のイメージ 練習問題



……「そのように な 」

①He didn’t go so far.

彼は( )遠くへは行かなかった

【解答】それほど(そんなに)

②It was late, (and) so I stayed ｢at my friend’s house.
遅くなった。( )友人の家に泊まった

【解答】そこで(だから・それ故)

③So, you haven’t met your daughter yet.
( )まだ娘さんとお会いになっていないんですね

【解答】それでは

④Make haste so (that) you won’t miss the bus.
( )急ぎなさい

【解答】バスに遅れないように

⑤I left home early so as to get a good ticket.
( )私は早く家を出た

【解答】良いチケットが取れるように

⑥I was so fortunate as to find my lost wallet.

私は( )

【解答】幸運にもなくした財布を見つけた
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…「しっかりとした」

①My parents are in sound health.

両親は( )

【解答】健康です

②a sound foundation[building]
( )土台[建物]

【解答】しっかりとした

③sound judgment
( )判断

【解答】正しい

④a sound defeat
( )

【解答】完敗

⑤I had a sound sleep yesterday.

昨日は( )

【解答】グッスリ眠った

⑦He fell sound asleep.

彼は( )

【解答】ぐっすりと眠り込んだ
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…「倹約して使わない」

①I can’t spare her today.

今日は彼女が( )

【解答】どうしても必要だ

②He spared his enemy.

彼は敵の( )

【解答】命を助けてやった

③I spare no effort to understand him.

彼を理解するためには( )

【解答】努力を惜しまない

④Spare your energy for the finals.

決勝戦のために体力を( )

【解答】温存しなさい

⑤Could you spare me a few minutes?
( )

【解答】少し時間をいただけないでしょうか
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⑥She spared land for a garden.

彼女は庭園用に土地を( )

【解答】残しておいた

⑦I’ll spare you the trouble.
( )

【解答】君に手数[めんどう]をかけないようにするよ

⑧money enough and to spare
( )

【解答】あり余る金

⑨time to spare
( )

【解答】自由に使える時間

⑩Come and see me in your spare time.
( )会いに来てください

【解答】暇なときに

⑪Are there any seats spare?
( )はありますか

【解答】空席
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…「続けて言う 書く 」

①I couldn’t spell the word correctly.

その単語を正しく( )なかった

【解答】つづれ

②War spells hardship.

戦争は苦難を( )

【解答】意味する

③Failure spells death.
( )

【解答】失敗すれば命はない

④Diminished sales spelled disaster for us.

売れ行き不振が我々に大被害を( )

【解答】もたらした

⑤a long spell of fine weather
( )晴天続き

【解答】長い

⑥We rested (for) a spell.

私達は( )休んだ

【解答】しばらく
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⑦The witch cast a spell on the girl.

魔女はその女の子に( )をかけた

【解答】魔法

⑧He came[fall] under the lady’s spell.

彼はその女性の( )のとりこになった

【解答】魅力

…「気晴らし」「遊び」

①Wild animals never kill for sport.

野生動物は( )殺したりしない

【解答】面白半分に

②We made sport of the drive to the beach.

私達は海岸までドライブを( )

【解答】楽しんだ

③What I said for sport was taken seriously.

私が( )言ったことが本気で受け取られてしまった

【解答】冗談で

－１６８－
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…「突然飛び出す 出る 」「跳ねる」

①She found a small spring.

彼女は小さな( )を見つけた

【解答】泉

②hot springs
( )

【解答】温泉

③He sprang out of bed.

彼はベッドから( )

【解答】跳び出た

④She sprang to her feet.

彼女は( )

【解答】ぱっと立ち上がった

⑤The door sprang open.

ドアが( )

【解答】ぱっと開いた

⑥A new town has sprung up in the desert.

砂漠の中に新しい町が( )

【解答】出現した

－１６９－
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⑦Lotuses have begun to spring from seeds.

ハスが種から( )始めた

【解答】芽をふき

⑧A strange thought sprang into my mind.

奇妙な考えが心に( )

【解答】浮かんだ

⑨The writer sprang into fame.

その作家は( )

【解答】一躍有名になった

……「ある場所に 存在して いる・ある」

①She stood surrounded by her grandchildren.

彼女は孫たちに( )

【解答】囲まれて立っていた

②Once there stood a bench in the park.

かつてその公園にはベンチが( )

【解答】あった

③The door stood open.

戸は( )

－１７０－
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【解答】開いていた

④He stands opposed to the plan.

彼はその計画に( )

【解答】反対している

⑤The thermometer stands at 30℃.

温度計は摂氏30度を( )

【解答】示している

⑥The house still stands even after the earthquake.

その家は地震のあとも依然として( )

【解答】そのままだ

⑦The truck was standing by the parking lot.

トラックが駐車場の近くに( )

【解答】とまっていた

⑧I cannot stand hot weather.

私には暑さは( )

【解答】耐えられない

⑨A prefabricated house stands better than a wooden one.

プレハブの家は木造の家よりよく( )

【解答】もつ

－１７１－
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⑩They stood an assault.

彼らは攻撃に( )

【解答】立ち向かった

⑪I’ll stand you a lunch.

ランチは私が( )

【解答】もちましょう(おごります)

……「 とがったもので 突き刺して固定する・動かなくする」

自動詞の場合は「突き刺さる 刺さって固定する・動かない 」。

①The needle stuck me in the foot.

針が私の足に( )

【解答】刺さった

②He stuck his hands into his pockets.

彼は手をポケットに( )

【解答】突っ込んだ

③I stuck a poster on the billboard.

私は掲示板にポスターを( )

【解答】はった

④Stick the book on the table.

本をテーブルの上に( )

－１７２－
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【解答】置きなさい

⑤The car was stuck in the mud.

自動車はぬかるみの中で( )

【解答】立ち往生していた

⑥Our work got stuck under the new circumstances.

その新しい事情のもとで我々の仕事は( )

【解答】行き詰まった

⑦A splinter stuck in his leg.

彼の脚にとげが( )

【解答】刺さった

⑧The glue stuck to his fingers.

のりが彼の指( )

【解答】についてとれなかった

⑨The nightmare sticks in my mind.

悪夢が心の中に( )

【解答】こびりついて離れない

⑩He stuck to his opinion.

彼は自説( )

【解答】に固執した

－１７３－
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⑪You should stick to your promise.

君は約束( )べきだ

【解答】を守る

⑫Stick to your last.
( )

【解答】最後までガンバレ

⑬You had better stick to your present job.

君は現在の仕事( )た方がいい

【解答】を続け

⑭Your stomach sticks out.

君のおなかは( )ね

【解答】突き出ている

⑮They gathered sticks to make a fire.

彼らはたき火をするために( )を集めた

【解答】小枝

⑯My grandfather walks with a stick.

祖父は( )をついて歩きます

【解答】ステッキ(杖)

－１７４－
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…「静止して動かない 変化しない 」

①Keep still while I am making up.

私がお化粧している間( )

【解答】じっとしていなさい

②The house was very still.

その家はとても( )だった

【解答】静か

③Please keep still about it.

その件については( )ください

【解答】黙っていて

④He spoke in a still small voice.

彼は( )小さい声でしゃべった

【解答】静かな

⑤My mind was still then.

その時私の心は( )

【解答】落ち着いていた

⑥The mother stilled her crying baby.

その母親は泣いているわが子を( )

【解答】なだめた

－１７５－
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⑦She is still asleep.

彼女は( )眠っています

【解答】まだ

⑧Mr. White is rich and still is unhappy.

ホワイトさんは金持ちですが、( )不幸です

【解答】しかし(にもかかわらず)

⑨You should study still harder.

今まで以上に( )勉強に励みなさい

【解答】更に(もっと)

… 「打つ、たたく」

 hitと同じ。ただし strikeは、hitよりも比喩的に用いられることも多い。

①He struck a ball.

彼はボールを( )

【解答】打った

②Jim struck Ken in anger.

ジムは怒ってケンを( )

【解答】なぐった

－１７６－
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③He struck the nail with a hammer.

彼は金づちでくぎを( )

【解答】打った

④He stuck a match to light a candle.

彼はろうそくを灯そうとマッチを( )

【解答】すった

⑤These matches won’t strike.

このマッチはどうしても( )ない

【解答】つか

⑥The ship struck a sand bar.

その船は砂州に( )

【解答】乗り上げた

⑦I struck my knee on[against] the desk.

私は机にひざを( )

【解答】ぶつけた

⑧The U.S. doesn’t strike a balance between exports and imports.

アメリカは輸出入のバランスを(うまく)( )ていない

【解答】取れ

⑨An earthquake struck the Kanto District.

地震が関東地方を( )

【解答】襲った

－１７７－
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⑩A new idea struck him.

新しい考えが彼の( )

【解答】心(頭)に浮かんだ

⑪We were all struck with[by］her warm hospitality.

我々はみな彼女の暖かいもてなしに( )

【解答】心を打たれた

⑫Your plan strikes me as excellent.
( )

【解答】私には君の計画はすばらしいように思える

⑬What strikes me here is people’s friendliness.

当地で( )と言えば、みんなが親切なことです

【解答】私の心を打つもの

⑭The union is striking against the wage cut.

労組は賃金カット反対の( )

【解答】ストを行っている

…「 ～の下に 投げ出された・投げ込まれた 」

①a subject of discussion
( )

－１７８－
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【解答】議題

②I don’t like such subjects as history and geography.

私は歴史や地理のような( )が好きではない

【解答】学科(科目・教科)

③a British subject

イギリス( )

【解答】国民

④a hypnotic subject

催眠術の( )

【解答】被験者

⑤My daughter is subject to colds.

うちの娘は( )

【解答】風邪を引きやすい

⑥Politicians are subject to criticism.

政治家は( )

【解答】批判を受けやすい

⑦The prices are subject to change without notice.

値段は予告なしに( )

【解答】変更されることがあります

－１７９－
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⑧Everything is subject to the laws of nature.

万物は自然の法則に( )

【解答】支配される

⑨Subject to my parents’ consent, I will accompany you.
( )ご一緒いたします

【解答】両親が許してくれれば

⑩The king subjected all the surrounding countries to his rule.

王は周囲の国をすべて( )

【解答】支配下に置いた

⑪They were subjected to great hardships.

彼らは( )

【解答】大変苦労した

……「従っている もの 」

①She brought a suit against the company.

彼女はその会社を相手取って( )を起こした

【解答】訴訟

②What time will suit you best?

何時がいちばん( )でしょうか

【解答】都合がいい

－１８０－
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③The product will suit all your needs.

その製品はあなたの必要をすべて( )だろう

【解答】満たす(満たしてくれる)

④Your new dress doesn’t suit you.

君の新しいドレスは君には( )ない

【解答】似合わ

⑤He suited his speech to the audience.

彼は聴衆に( )

【解答】合せた話し方をした(話し方を合わせた)

…「下から支える」

①We supported her opinion.

私たちは彼女の意見に( )

【解答】賛成した(支持した)

②Which candidate do you support?

あなたはどちらの候補を( )ますか

【解答】支持し

③Five columns supported the roof.

５本の柱が屋根を( )

－１８１－
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【解答】支えていた

④He decided to support herself.

彼女は( )ようと決めた

【解答】自活し

⑤I have a large family to support.

私には( )なければならない家族が大勢いる

【解答】養わ

⑥The professor’s theory is supported by many facts.

その教授の理論は多くの事実によって( )

【解答】裏付けられている

⑦Her only support was that he loved her.

彼女にとって唯一の( )は彼が愛してくれているということだった

【解答】支え(精神的な支え)

⑧I took on the support of the family.

私は家族の( )を引き受けた

【解答】扶養

……①「つかむ ≒ 」

②「手に入れる ≒ 」
③「自身の内に取り込む・取り入れる ≒ 」

－１８２－
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「受けとめる ≒ 」

①She took her purse and stood up.

彼女はハンドバッグを( )と立ち上がった

【解答】持つ

②He took the first prize in the speech contest.

彼は弁論大会で１等を( )

【解答】取った

③Let’s take some snapshots.

スナップ写真を( )う

【解答】撮ろ

④Take an umbrella with you in case it rains.

雨が降るといけないから傘を( )

【解答】持って行きなさい

⑤The thief has taken all his expensive paintings.

盗賊が彼の高価な絵を全部( )

【解答】盗んだ

⑥Please take this gift.

この贈り物を( )ください

【解答】お受け取り

－１８３－
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⑦He took medical advice.

彼は医者の忠告に( )

【解答】従った

⑧Take two tablets after each meal.

毎食後２錠( )

【解答】飲みなさい

⑨I took her to be an actress.

彼女を女優だと( )

【解答】思った

⑩I took the matter as settled.

その事は解決済みと( )

【解答】みなした

⑪Take it easy.
( )

【解答】のんきに構えなさい(気にするな・楽にいこう)

⑫He took the news very calmly[seriously].

彼はその知らせを大変冷静に[深刻に]( )

【解答】受け止めた

⑬Did you take in what the instructor said?

先生の言ったことが( )か

【解答】わかりました

－１８４－
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⑭This desk takes much room.

この机は( )

【解答】場所を取る

⑮That will take considerable time.

それはかなりの時間が( )だろう

【解答】かかる

⑯We have to take a bus to get to town.

町に行くにはバスに( )なければなりません

【解答】乗ら

⑰The government took these measures to deal with unemployment.

政府はこれらの失業対策を( )

【解答】講じた

⑱I’ll take the next opportunity.

次の機会を( )よう

【解答】利用し

⑲The prince took the crown.

王子は王位に( )

【解答】就いた

－１８５－
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……「範囲・枠 組 」「端っこ 境界 」「限界」「終わり」

①He served his term in prison.

彼は刑務所で( )を務めた

【解答】刑期

②Her term of office expired.

彼女の( )は終了した

【解答】任期

③in the long term
( )

【解答】長期的には

④the spring[fall] term

春[秋]の( )

【解答】学期

⑤terms of surrender

降伏( )

【解答】条件

⑥on our own terms
( )

【解答】我々の条件[言い値]通りで

－１８６－
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⑦a technical term
( )

【解答】専門用語

⑧in no uncertain terms
( )

【解答】きっぱりと

⑨Let’s think about the matter in terms of economics.

経済学( )その問題を考えよう

【解答】の観点から

⑩in real terms
( )

【解答】実質的には

⑪We are on good terms with each other.

我々はお互い( )

【解答】仲よくやっている

⑫I was able to come to terms with the creditor.

私は債権者( )ことができた

【解答】と合意に達する

⑬I finally came to terms with my girlfriend.

私はやっと彼女( )

－１８７－
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【解答】と仲直りした

⑭You must come to terms with the fact that you will never be an actor.
君は俳優にはとうていなれないという事実( )なければならない

【解答】を受け入れ

⑮He terms himself a scholar.

彼は自分を学者と( )

【解答】言っている

⑯Let’s terminate the meeting by ten p.m.

午後10時までに会議を( )よう

【解答】終え

⑰She has determined that she would accept his proposal.

彼女は彼のプロポーズを受けようと( )

【解答】決心した

⑱terminal cancer
( )がん

【解答】末期

⑲a terminal station
( )駅

【解答】終着

－１８８－
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…「〔現在 の時・状況 以外の〕過去・未来 の時・状況 」

①Just[Right] then mother entered the room.

ちょうど( )母が部屋に入って来た

【解答】その時

②They had to work seven days a week then.
( )彼らは１週間に７日働かねばならなかった

【解答】その当時(その頃)

③I’ll show you around then.
( )私があちこち案内してあげます

【解答】その時には

④Next to me was Jeff, then Ted, then Bob.

私の次がジェフで( )テッド、そして次がボブだった

【解答】次が

⑤Work hard, then you will succeed.

一生懸命働きなさい。( )成功するでしょう

【解答】そうすれば

⑥Good by, then.
( )さよなら

【解答】それでは

－１８９－
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⑦He worked really hard, and then passed all the exams.

彼は本当によく勉強した。( )すべての試験にパスしたのだ

【解答】それで(だから)

⑧It was raining, and then blowing hard.

雨が降っていた。( )風が激しく吹いていた

【解答】その上

⑨But then, why didn’t you come to the party today?
( )どうして今日パーティに来なかったの

【解答】しかしそれにしても

…「引きずって行く」

①a train of scandals
( )

【解答】次々に起こるスキャンダル(一連のスキャンダル)

②The noise interrupted my train of thought.

その物音で( )が中断された

【解答】私の思考の流れ

③Several journalists were included in the President’s train.

数人の報道関係者が( )に加えられていた

－１９０－
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【解答】大統領の一行

④He trains a Seeing Eye dog.

彼は盲導犬を( )

【解答】訓練している

…「扱う」

①They treat us like kids.

彼らは私達を子供みたいに( )

【解答】扱う

②She treated the subject very briefly.

彼女はその問題をごく簡潔に( )

【解答】論じた

③The doctors treated the patient with a new drug.

医師達はその患者を新薬で( )

【解答】治療した

④At first he treated it as a joke.

はじめのうち、彼はそれを冗談だと( )

【解答】みなした(思った)

－１９１－

『核』のイメージ 練習問題



⑤They treated the metal plate with acid.

彼らはその金属板を酸で( )

【解答】処理した

⑥He treated me to a drink.

彼が私に１杯( )

【解答】おごってくれた

⑦That will be a great treat for the students.

それは生徒達にとって大きな( )でしょう

【解答】楽しみ

⑧It is my treat now.

今度は( )

【解答】私がおごろう

…「触れる こと 」

①The lady put out her hand to touch the jewel.

その女性は手をさしのべて宝石に( )

【解答】触れた

②I touched the subject in my lecture.

私は講義の中でその問題に( )

－１９２－
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【解答】触れた(言及した)

③The thermometer touched 33 degrees yesterday.

寒暖計は昨日33度に( )

【解答】達した

④Everybody was touched to hear the story.

全員その話を聞いて( )

【解答】感動した

⑤The fur is soft to the touch.

その毛皮は( )が柔らかい

【解答】手ざわり

⑥A touch of pride showed in his face.
( )自慢げな色が彼の顔に浮かんだ

【解答】ちょっと

⑦I lost touch with him suddenly.

彼と突然連絡が取れなくなった

【解答】不足

⑧I’ll be in touch as soon as possible.

できるだけ早く( )

【解答】連絡します

－１９３－
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…「不足」「欠乏」

①want of food

食料( )

【解答】不足

②The old couple are[is] now in want.

老夫婦は( )

【解答】貧しい暮しをしている

③They were in want of shelter.

彼らは雨露をしのげる場所( )

【解答】を求めていた

④They live simply and have few wants.

彼らは質素な暮しをしていて、( )

【解答】ほとんど欲がない

⑤I want this work finished promptly.

直ちにこの仕事を仕上げて( )

【解答】もらいたい

－１９４－
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…「無駄 にする・になる 」

①a waste of time

時間の ( )

【解答】浪費

②What a waste to throw all these computer away!

これらのコンピュータを全部捨ててしまうとはなんて ( )なんだろう

【解答】無駄

③chemical[industrial, nuclear] wastes

化学[産業・核] ( )

【解答】廃棄物

④a waste can
( )

【解答】空カン

⑤Put all your waste paper in the wastebasket.
( )はみなくずかごに入れなさい

【解答】紙くず

⑥He wasted his money on the shoes.

彼はその靴を買ってお金を ( )

【解答】無駄使いした

－１９５－
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⑦Don’t waste your time watching television.

テレビを見て時間を ( )な

【解答】無駄にする

⑧The country was wasted by the war.

その国は戦争で ( )

【解答】荒廃した

⑨Time is wasting.

時間が ( )

【解答】無駄になっている

⑩A candle wastes in burning.

ろうそくが燃えて ( )

【解答】減っていく

…「～を身に付けている」

①John wore white shoes.

ジョンは白い靴を ( )

【解答】履いていた

②Does your brother wear glasses?

お兄さんは眼鏡を ( )ますか

【解答】かけてい

－１９６－
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③He was wearing a scarf around his neck because it was cold.

彼は寒いので首にマフラーを ( )

【解答】巻いていた

④This uniform can stand hard wear.

この制服は乱暴な ( )にも耐えられます

【解答】着用

⑤My father wears a moustache.

うちの父は口ひげを ( )

【解答】はやしている

⑥Mr. Brown always wears a kind smile.

ブラウンさんはいつも優しい微笑みを ( )

【解答】うかべている

⑦My suit began to wear out.

私の服が ( )始めた

【解答】すり切れ

⑧Hard use has worn these gloves out.

ひどく使ってこの手袋は ( )

【解答】ぼろぼろになってしまった

⑨The rapid stream wore the pebbles smooth.

急流が小石をつるつるに ( )

－１９７－
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【解答】すり減らした

⑩The paint on the walls is badly worn.

塀のペンキはひどく ( )

【解答】はげている

⑪She was worn with care.

心労で彼女は ( )

【解答】疲れ果ててしまった

⑫He finally wore (out) his patience.

彼はついに ( )

【解答】勘忍袋の緒が切れた

⑬There were many worn-out motorcars at the garage.

その修理工場には ( )自動車がたくさんあった

【解答】使い古した

⑭He made worn-out excuses.

彼は ( )言い訳をした

【解答】使い古された(陳腐な)

⑮I was worn-out after hard training.

私は激しい練習のあと ( )

【解答】疲れ果てた

－１９８－
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…「重さを量る」「重さがある 重みを持つ 」

他動詞の場合は「～の重さを量る」、自動詞の場合は「重さがある 重みを持つ 」。

①The cook weighed the meat on the scales.

そのコックは、はかりで肉の ( )

【解答】重さを量った

②I weigh 80 kilograms.

私は ( )

【解答】体重が80キロです

③You had better weigh your words before speaking.

しゃべる前に使う言葉を ( )た方がいい

【解答】よく考え

④They weighed one plan with[against] another one.

彼らは２つの計画を ( )

【解答】比較検討した

⑤My parent’s opinion does not weigh with me at all.

両親の意見なんか私は全く ( )

【解答】どうでもいい(重要ではない)

⑥His advice weighed heavily in my favor.

彼の助言が ( )

－１９９－
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【解答】大変私のためになった

⑦She was weighed down with sorrow.

彼女は悲しみで ( )

【解答】打ちひしがれていた

⑧The burden of his responsibility weighs on his shoulders.

責任が ( )

【解答】彼の肩にのしかかっている

⑨The burden of evidence weighed against him.

証拠の比重は ( )

【解答】彼に不利だった

…「本来の機能を発揮する」

他動詞の場合は「～に本来の機能を発揮させる」。

①Things will work out all right.

事態はまるく ( )だろう

【解答】おさまる

②We worked out a nice program for him.

私たちは彼のためにうまい計画を ( )

【解答】苦労して作り上げた

－２００－
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③I’m going to work out the rest of my problems by myself.

私は残りの問題は自分で ( )つもりです

【解答】解決する

④ I can’t work out what you think.

君の考えが ( )ない

【解答】分から

⑤This clock works by electricity.

この時計は電気で ( )

【解答】動く

⑥The pump is working.

ポンプは ( )

【解答】作動中(稼働中)だ

⑦I worked through the crowd.

人ごみを ( )

【解答】かきわけて進んだ

⑧The milk worked into the rug.

牛乳がじゅうたんに ( )

【解答】ゆっくりしみ込んでいった

⑨He is working round to the new business.

彼は新しい仕事に ( )いる

－２０１－
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【解答】とりかかって

⑩Tiles on the roof work loose with age.

年月と共に屋根のかわらはだんだんゆるく ( )

【解答】なる

⑪This method is sure to work (well).

この方法はきっと ( )

【解答】うまくいく

⑫Hs mind is working very well today.

今日は彼、頭がとっても ( )ね

【解答】さえている

⑬The fall of the yen worked in our favor.

円の下落は我々に有利[不利]に ( )

【解答】働いた

④These pills will work on you[on your nerves].

この薬はあなたに ( )でしょう

【解答】効く

－２０２－
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……「与える」

①They yielded the town to the enemy.

彼らは町を敵に ( )

【解答】明け渡した

②He yielded himself to drinking.

彼は飲酒に ( )

【解答】ふけった

③His new business yields big profits.

彼の新しい仕事は相当利益を ( )

【解答】上げている(生み出している)

④Never yield to temptation.

誘惑に ( )な

【解答】負ける

⑤They’ll never yield to force.

彼らは決して暴力に ( )ないだろう

【解答】屈し

－２０３－
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