


0001 そのコンサートのチケットはかなり高かった。
 The concert tickets were quite （　　　　　）.

0002 私たちの会社は大阪に引っ越した。
 Our company （　　　　　） to Osaka.

0003 あとで電話します。
 I’ll call you （　　　　　）.

0004 実は、ジョンと 6月に結婚するの。
 （　　　　　）, I’m getting married to John in June.

0005 彼はコック長に選ばれた。
 He was （　　　　　） to be the head cook.

0006 彼女は電車の切符をなくした。
 She （　　　　　） her train ticket.

0007 彼はサンドイッチを注文した。
 He （　　　　　） a sandwich.

0008 あなた、今晩は外食するのはどう？
 How about eating out tonight, （　　　　　）?

0009 私はきのう、終バスに乗り遅れた。
 I （　　　　　） the last bus yesterday.

0010 月曜日までノートを借りてもいいですか。
 Can I （　　　　　） your notebook until Monday?

0011 この小包を航空便で送るのに 8ドルかかる。
 It （　　　　　） eight dollars to send this package by air.

0012 最近、彼女はクラブで忙しい。
 （　　　　　）, she’s been busy with her club.

単語編



0013 彼はあの店で服を買った。
 He bought some （　　　　　） at that shop.

0014 私たちは皆、彼の考えがとても気に入った。
 All of us liked his （　　　　　） very much.

0015 きのう、私は電車に傘を忘れた。
 Yesterday, I （　　　　　） my umbrella on the train.

0016 その店では今、特別セールをしている。
 The store is having a （　　　　　） sale right now.

0017 私たちは午後 4時ごろにホテルに到着した。
 We （　　　　　） at the hotel at about 4 p.m.

0018 彼女は去年、自分自身の会社を始めた。
 She started her （　　　　　） company last year.

0019 天気予報を確認してもらえますか。
 Can you （　　　　　） the weather report?

0020 その車はとても安かった。
 The car was really （　　　　　）.

0021 私は毎月、本に 50ドル以上使う。
 I （　　　　　） more than 50 dollars on books every month.

0022 同級生のジョーを覚えていますか。
 Do you （　　　　　） our classmate Joe?

0023 バスケットボールをしている最中に、左手を痛めた。
 I （　　　　　） my left hand when I was playing basketball.

0024 町のこの地域には店があまりない。
 There aren’t many stores in this （　　　　　） of town.



0025 早急に図書館に本を返却してください。
 Please （　　　　　） the books to the library quickly.

0026 次のミーティングの日取りを変更したいのですが。
 I’d like to change the （　　　　　） of the next meeting.

0027 私はその映画のタイトルを忘れた。
 I （　　　　　） the title of the movie.

0028 チームのメンバーにあなたのことを紹介しましょう。
 I’ll （　　　　　） you to the team members.

0029 母は庭で野菜を育てている。
 My mother is （　　　　　） some vegetables in the garden.

0030 プリンターを修理してもらえますか。
 Can you （　　　　　） the printer?

0031 今度の土曜日は忙しいんです。代わりに日曜日ではどうですか。
 I’m busy next Saturday. How about Sunday, （　　　　　）?

0032 先週、自転車に乗っていて事故にあった。
 I got into an （　　　　　） last week while riding my bike.

0033 私は何度かアメリカに行ったことがある。
 I’ve been to the United States （　　　　　） times.

0034 よいレストランを薦めていただけませんか。
 Could you （　　　　　） a good restaurant?

0035 この車を修理するには 2、3日かかる。
 It’ll take a few days to （　　　　　） this car.

0036 そのことは心配しなくていいよ。
 Don’t （　　　　　） about that.



0037 クレジットカードで支払えますか。
 Can I （　　　　　） by credit card?

0038 私たちは今度の金曜日にクリスの誕生日パーティーを開く予定だ。
 We are going to （　　　　　） a birthday party for Chris next Friday.

0039 その台風は私たちの村に大きな損害を与えた。
 The typhoon （　　　　　） our village badly.

0040 けさ地下鉄はとても込んでいた。
 The subway was very （　　　　　） this morning.

0041 空の旅はいかがでしたか。
 How was your （　　　　　）?

0042 その老人は重いかばんを運んでいた。
 The old man was （　　　　　） a heavy bag.

0043 ほかにだれかフランス語を話せる人を知りませんか。
 Do you know anyone （　　　　　） who speaks French?

0044 運よく、私は東京行きの最終電車に乗ることができた。
 （　　　　　）, I was able to catch the last train for Tokyo.

0045 かぎは安全な場所に保管しなさい。
 Keep your key in a （　　　　　） place.

0046 私は弟と部屋を共同で使っている。
 I （　　　　　） a room （　　　　　） my brother.

0047 私はきょう間違ったバスに乗ってしまった。
 I took the （　　　　　） bus today.

0048 私のコンピューターは全然動かない。
 My computer doesn’t （　　　　　） at all.



0049 私の夢はいつかジャズシンガーになることだ。
 My dream is to become a jazz singer （　　　　　）.

0050 ボブは寿司やてんぷらのような和食が好きだ。
 Bob likes Japanese food, （　　　　　） sushi or tempura.

0051 イギリスに留学したことは私にとっていい経験になった。
 Studying in England was a good （　　　　　） for me.

0052 このエアコンは壊れている。
 This air conditioner is （　　　　　）.

0053 その部屋は眺めがいい。
 The room has a great （　　　　　）.

0054 そのテレビドラマは急に人気が出た。
 The TV drama became popular （　　　　　）.

0055 このセーターをもっと大きいサイズと交換したいのですが。
 I’d like to （　　　　　） this sweater for a bigger one.

0056 そのウェブサイトは旅行者に役立つさまざまな情報を提供している。
 The website （　　　　　） a wide variety of useful information for 

travelers.

0057 彼らは一生懸命に練習した。しかしながら、それでも試合に負けてしまった。
 They practiced very hard. （　　　　　）, they still lost the game.

0058 彼らは台風のためにそのイベントを中止しなければならなかった。
 They had to （　　　　　） the event because of the typhoon.

0059 どうしてけさ学校に遅刻したのか、理由を言いなさい。
 Tell me the （　　　　　） you were late for school this morning.



0060 彼らにはアリスという名前の娘がいる。
 They have a daughter （　　　　　） Alice.

0061 今晩、3名で予約をしたいのですが。
 I’d like to （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） for three people 

tonight.

0062 動物に餌を与えないでください。
 Please do not （　　　　　） the animals.

0063 私は 3回目の挑戦でやっとテストに合格した。
 I （　　　　　） passed the test on the third try.

0064 彼は窓の一つから建物に入った。
 He （　　　　　） the building through one of the windows.

0065 彼らは子ども向けのイベントを企画した。
 They planned an （　　　　　） for the children.

0066 この単語はどういう意味ですか。
 What does this word （　　　　　）?

0067 私はパーティーで彼女と話す機会があまりなかった。
 I didn’t have many （　　　　　） to talk to her at the party.

0068 ローラは少し休憩を取ることを提案した。
 Laura （　　　　　） that we take a short break. 

0069 アダムは母の誕生日に、母に食事を作ってあげた。
 Adam made his mother a （　　　　　） for her birthday.

0070 彼は新しいギターを買うためにお金を貯めている。
 He is （　　　　　） money to buy a new guitar.



0071 私は毎日運動するように心がけている。
 I try to get some （　　　　　） every day.

0072 彼はオフィスの近くにアパートを借りたいと思っている。
 He wants to （　　　　　） an apartment near his of�ce.

0073 その少年は彼女の話に驚いた。
 The boy was （　　　　　） by what she said.

0074 私たちは山の中で自然の美しさを楽しんだ。
 We enjoyed the beauty of （　　　　　） in the mountains.

0075 彼はチームのユニホームをデザインした。
 He （　　　　　） the team’s uniform.

0076 この野菜スープは甘い味がする。
 This vegetable soup （　　　　　） sweet.

0077 私のプレゼントを気に入ってもらえてうれしいです。
 I’m （　　　　　） you like my present.

0078 まだ気分が悪いなら、ベッドで休んだほうがいいですよ。
 You should （　　　　　） in bed if you’re still feeling a bit sick.

0079 外国人観光客の数は年々増えている。
 The number of foreign tourists is （　　　　　） every year.

0080 彼はテストの結果を聞いてがっかりした。
 He was （　　　　　） to hear the test result.

0081 私は新しい楽器を習い始めたい。
 I’d like to start learning a new （　　　　　）.

0082 彼は英語力を向上させるために一生懸命勉強している。
 He is studying hard to （　　　　　） his English skills.



0083 あすは気温が 35度まで上がるでしょう。
 The temperature will go up to 35 （　　　　　） tomorrow.

0084 大学を卒業したら、一人暮らしをしたい。
 After I （　　　　　）（　　　　　） college, I would like to live by myself.

0085 彼は子どもたちにおもちゃの電車を買った。
 He bought a （　　　　　） train for his children.

0086 私はあした就職の面接を受ける。
 I have a job （　　　　　） tomorrow.

0087 私たちは畑にトマトを植えた。
 We （　　　　　） tomatoes in the �eld.

0088 その若い教師がクラスを管理するのは難しかった。
 It was dif�cult for the young teacher to （　　　　　） his class.

0089 それは時間とお金の無駄だ。
 It’s a （　　　　　） of time and money.

0090 その川で泳ぐのは危険だ。
 It’s （　　　　　） to swim in that river.

0091 余分な鉛筆は持っていませんか。
 Do you have an （　　　　　） pencil?

0092 スーパーはお客で込み合っていた。
 The supermarket was crowded with （　　　　　）.

0093 彼女は地元の会社で働くために故郷に戻った。
 She returned to her hometown to work for a （　　　　　） company.

0094 そのレストランはメキシコ料理を出す。
 The restaurant （　　　　　） Mexican food.



0095 最近クリスを見かけない。
 I haven’t seen Chris （　　　　　）.

0096 学割はありますか。
 Do you give a student （　　　　　）?

0097 私は彼が私と同じ靴をはいていることに気がついた。
 I （　　　　　） that he was wearing the same shoes as me.

0098 彼の最初の小説は 2015年に出版された。
 His �rst novel was （　　　　　） in 2015.

0099 夏休みにどこに行くか決めましたか。
 Have you （　　　　　） where to go for summer vacation?

0100 私はバイクを安い値段で手に入れた。
 I got the motorbike at a （　　　　　） price.

0101 彼らは新しい教会を建てるためにお金を集めた。
 They （　　　　　） money to build a new church.

0102 外の気温は 25度だ。
 The （　　　　　） is 25 degrees outside.

0103 彼らは新しいプロジェクトに取り組んでいる。
 They are working on a new （　　　　　）.

0104 彼女はベッドの下にプレゼントを隠した。
 She （　　　　　） the present under the bed.

0105 包丁を使うときには気をつけなさい。
 Be （　　　　　） when you use the knife.

0106 彼は健康上の理由で仕事を辞めなければならなかった。
 He had to （　　　　　） his job because of health reasons.



0107 彼女の同級生は皆、彼女に親切だ。
 Her classmates are all （　　　　　） to her.

0108 彼女は床に卵を落とした。
 She （　　　　　） an egg on the �oor.

0109 彼は私生活についてはめったに話さない。
 He seldom talks about his （　　　　　） life.

0110 その男の子にはアイスクリームを買う十分なお金がなかった。
 The boy didn’t have enough （　　　　　） to buy an ice cream.

0111 私たちは学園祭で劇を上演した。
 We （　　　　　） a play at the school festival.

0112 お昼を食べにどこかへ行きませんか。
 Why don’t we go （　　　　　） for lunch?

0113 私は数学の試験に落ちた。
 I （　　　　　） the math test.

0114 風呂でくつろぐのは健康にいい。
 It’s good for your health to （　　　　　） in the bath.

0115 外から変な音が聞こえた。
 I heard （　　　　　） noises from outside.

0116 どうしてきのう会社を休んだのか説明してください。
 Please （　　　　　） why you were absent from work yesterday.

0117 私は去年、カナダでホームステイをした。
 I did a （　　　　　） in Canada last year.

0118 彼女はデザートにチョコレートケーキを焼いた。
 She （　　　　　） a chocolate cake for dessert.



0119 その古いいすはとても簡単に壊れた。
 The old chair broke very （　　　　　）.

0120 彼らはきつい練習のあとでかなり疲れていた。
 They were （　　　　　） tired after the hard practice.

0121 彼女はオーブンでバターをとかした。
 She （　　　　　） the butter in the oven.

0122 私は小説を読むのが好きだ。特に冒険ものが好きだ。
 I like reading novels, （　　　　　） adventure stories.

0123 彼女は部屋を花で飾った。
 She （　　　　　） her room with �owers.

0124 私は彼が本当のことを言っていないと思う。
 I don’t think he is telling the （　　　　　）.

0125 あなたは健康的な食事を心がけるべきだ。
 You should try to eat （　　　　　） food.

0126 それはリラックスするよい方法ではないかと思う。
 I （　　　　　） it’s a good way to relax.

0127 近所の人たちがうるさくて、彼女はよく眠れなかった。
 She couldn’t sleep well because her neighbors were being （　　　　　）.

0128 そのプロジェクトは大成功だった。
 The project was very （　　　　　）.

0129 父はよく同僚と飲みに行く。
 My father often goes drinking with his （　　　　　）.

0130 私たちは、この問題を来週までに解決しなければならない。
 We have to （　　　　　） this problem by next week.



0131 この小包をフランスに送りたいのですが。
 I’d like to send this （　　　　　） to France.

0132 急に、雨が激しく降り出した。
 Suddenly, it began to rain （　　　　　）.

0133 そのおもちゃの船は池に沈んだ。
 The toy boat （　　　　　） into the pond.

0134 彼は地元の図書館でボランティアとして働いている。
 He works as a （　　　　　） at a local library.

0135 そのサングラスは強い日の光から目を守る。
 Those sunglasses （　　　　　） your eyes from the strong sunlight.

0136 彼女の美しいドレスはみんなの注目を浴びた。
 Her beautiful dress got everyone’s （　　　　　）.

0137 このバスは直接市役所に行きますか。
 Does this bus go （　　　　　） to City Hall?

0138 その曲は若い世代に人気がある。
 That song is popular among the younger （　　　　　）.

0139 これらの花は乾燥した気候でしか育たない。
 These �owers only grow in dry （　　　　　）.

0140 事務所に電話したが、だれも出なかった。
 I called the of�ce, but （　　　　　） answered.

0141 彼らはきのう、ささいなことで大げんかをした。
 They had a big （　　　　　） over a small thing yesterday.

0142 彼女は家族全員分の昼食を作った。
 She made lunch for her （　　　　　） family.



0143 近くにコンビニはありますか。
 Is there a convenience store （　　　　　）?

0144 この切手を数えるのを手伝ってくれますか。
 Can you help me （　　　　　） these stamps?

0145 通りの騒音がものすごくうるさかった。
 The （　　　　　） from the street was really loud.

0146 私たちは映画を見に繁華街へ行った。
 We went （　　　　　） to see a movie.

0147 ユミのおじは彼女に将来のことについてアドバイスをしてくれた。
 Yumi’s uncle gave her （　　　　　） about her future.

0148 あのタイレストランのカレーは素晴らしい。
 The curry at that Thai restaurant is （　　　　　）.

0149 そちらのホテルではインターネットにアクセスすることはできますか。
 Can I （　　　　　） the Internet at your hotel?

0150 私はオーストラリアからの小包を受け取った。
 I （　　　　　） a package from Australia.

0151 多くの若いミュージシャンがそのイベントに参加するために集まった。
 A lot of young musicians （　　　　　） to attend the event.

0152 そのデジタルカメラの品質はとてもいい。
 That digital camera is very high （　　　　　）.

0153 この部屋では、携帯電話の使用が許可されていない。
 Using cell phones in this room is not （　　　　　）.

0154 彼はよく同級生とけんかをする。
 He often （　　　　　） with his classmates.



0155 図書館の入り口で会いましょう。
 Let’s meet at the library （　　　　　）.

0156 彼女はお金を取ったことを認めた。
 She （　　　　　） that she had taken the money.

0157 私は面接の前、とても緊張していた。
 I was very （　　　　　） before the interview.

0158 彼は卵に対するアレルギーがある。
 He has an （　　　　　） to eggs.

0159 その少年は昆虫に強い関心がある。
 The boy has a strong （　　　　　） in insects.

0160 私は彼女がささやいたことが聞き取れなかった。
 I could not hear what she （　　　　　）.

0161 彼はこれまでいくつかの写真コンテストの審査をしてきた。
 He has （　　　　　） several photo contests.

0162 そのロックミュージックはとてもうるさかった。
 The rock music was really （　　　　　）.

0163 とにかく、もう一度やってみるべきだよ。
 （　　　　　） you should try it again.

0164 到着するとすぐに、彼らはその街を散策した。
 As soon as they arrived, they （　　　　　） the city.

0165 彼はパソコン用の新しいゲームを作った。
 He （　　　　　） a new PC game.

0166 私たちには、その仕事を終えるのに 3日の時間制限があった。
 We had a time （　　　　　） of three days to �nish the job.



0167 外で待っています。
 I’ll wait for you （　　　　　）.

0168 彼は私に 100ドル返すことを約束した。
 He （　　　　　） he would pay me back the $100.

0169 ここでは冬には気温が零度以下まで下がる。
 The temperature gets down （　　　　　） zero in winter here.

0170 私は卒業後、大学に行く予定だ。
 I’m planning to go to college after （　　　　　）.

0171 その便にはまだ空いている席はありますか。
 Are there any （　　　　　） seats on that �ight?

0172 その番組はつまらなかったので、私はチャンネルを変えた。
 The show was （　　　　　）, so I changed channels.

0173 このソファーはこれまで座った中で一番座り心地がいい。
 This is the most （　　　　　） sofa I’ve ever sat on.

0174 アダムとお父さんは声が似ている。
 Adam and his father have （　　　　　） voices.

0175 この小学校の生徒数は減少している。
 The number of students in this elementary school is （　　　　　）.

0176 私たちはインターネットで世界中の人々と意思疎通できる。
 We can （　　　　　） with people around the world on the Internet.

0177 午前 9時にヒル医師の診察を予約してある。
 I have an （　　　　　） with Dr. Hill at 9 a.m.

0178 生徒たちは 4人ずつのグループに分けられた。
 The students were （　　　　　） into groups of four.



0179 ナオミは時々、家族のために食事を作る。
 Naomi sometimes （　　　　　） meals for her family.

0180 コンビニのない生活なんて想像できない。
 I can’t （　　　　　） life without convenience stores.

0181 彼は大学の新聞にいくつかの興味深い記事を書いた。
 He wrote some interesting （　　　　　） for his college newspaper.

0182 私の町は美しい山々に囲まれている。
 My town is （　　　　　） by beautiful mountains.

0183 運転中の携帯電話の使用は多くの自動車事故の原因となっている。
 Using cell phones while driving （　　　　　） many car accidents.

0184 彼女は外国のコインを集めるのが好きだ。
 She likes （　　　　　） foreign coins.

0185 だれにも言わないでね。これは秘密よ。
 Don’t tell anybody. This is a （　　　　　）.

0186 彼女の言うことは信頼できる。
 You can （　　　　　） her word.

0187 彼はきのう高い熱があった。
 He had a high （　　　　　） yesterday.

0188 私はもう少し静かな区域に住みたい。
 I’d like to live in a quieter （　　　　　）.

0189 私たちはスマートフォンの利用に関する調査を行った。
 We did some （　　　　　） on the use of smartphones.

0190 きょう、この仕事をすべて終わらせる元気はありますか。
 Do you have enough （　　　　　） to �nish all this work today?



0191 彼らは週末に働くのを嫌がらなかった。
 They didn’t （　　　　　） working on weekends.

0192 その店はパートの従業員を募集している。
 The shop is looking for （　　　　　） workers.

0193 この慣習は東ヨーロッパの国々では一般的だ。
 This （　　　　　） is common in Eastern European countries.

0194 彼はスーツケースに服を詰めた。
 He （　　　　　） his clothes in the suitcase.

0195 後ほどメールで連絡します。
 I will （　　　　　） you by e-mail later.

0196 美術館で動物写真の展覧会を開催している。
 They are having a photo （　　　　　） of animals in the museum.

0197 オンラインでホテルの部屋を予約することができる。
 You can （　　　　　） hotel rooms online.

0198 授業のあと、先生は重要な発表をした。
 The teacher made an important （　　　　　） after class.

0199 手術は成功し、彼女は間もなく回復した。
 The operation （　　　　　）, and she recovered soon after.

0200 医者は彼に風邪薬を出した。
 The doctor gave him some cold （　　　　　）.

0201 母がこのレシピを教えてくれた。
 My mother taught me this （　　　　　）.

0202 私たちは決勝戦の勝利を祝った。
 We celebrated our （　　　　　） in the �nal game.



0203 彼は車を止める場所を見つけることができなかった。
 He couldn’t �nd a place to （　　　　　） his car.

0204 心配しないで。この犬は決して人をかまないから。
 Don’t worry. This dog never （　　　　　） people.

0205 その大きな赤ちゃんは、生まれたとき 4,500グラムの体重があった。
 The big baby （　　　　　） 4,500 grams when he was born.

0206 その映画には美しいシーンがたくさんあった。
 There were a lot of beautiful （　　　　　） in the movie.

0207 この製品は高品質の素材で作られている。
 This product is made from high-quality （　　　　　）.

0208 彼は運転免許の試験に合格した。
 He （　　　　　） the driving test.

0209 私はボーイフレンドの誕生日を完全に忘れていた。
 I （　　　　　） forgot my boyfriend’s birthday.

0210 選手たちは試合中、気迫を見せた。
 The players showed good （　　　　　） in the game.

0211 5色のうちからお選びいただけます。
 You have a （　　　　　） of �ve colors.

0212 クリスマスパーティーの準備ができた。
 We are （　　　　　） for the Christmas party.

0213 今週は忙しいですが、もしかしたら来週ならお会いできるかもしれません。
 I’m busy this week, but （　　　　　） I’ll be able to meet you next week.

0214 信号が青になるまで渡ってはだめですよ。
 Don’t walk until the （　　　　　） turns green.



0215 このレストランは珍しい食べ物をたくさん出している。
 This restaurant serves many （　　　　　） foods.

0216 この古い絵はいい状態に保たれている。
 This old painting has been kept in good （　　　　　）.

0217 この公園は夕日を見るのに理想的な場所にある。
 This park is in the （　　　　　） place for watching the sunset.

0218 多くの若者がそのボランティア活動に参加した。
 A lot of young people took part in the volunteer （　　　　　）.

0219 わが社は今年の売り上げ目標を達成した。
 Our company （　　　　　） this year’s sales goal.

0220 インターネットは私たちにたくさんの情報を与えてくれる。
 The Internet （　　　　　） us （　　　　　） a lot of information.

0221 丘の上には小さな平地がある。
 There is a small （　　　　　） area at the top of the hill.

0222 オオカミは集団で生活し、狩りをする。
 Wolves live and （　　　　　） in groups.

0223 このエンジンは標準的なエンジンより静かだ。
 This engine is quieter than （　　　　　） ones.

0224 この道路は狭いので、大きなトラックは通れない。
 This road is so （　　　　　） that big trucks can’t drive on it.

0225 私は面白い映画だと思ったが、友人は同意しない。
 I thought it was a good movie, but my friend doesn’t （　　　　　）.

0226 彼女はよく明るい色の服を着ている。
 She often wears （　　　　　） color clothes.



0227 あなたの小論文にはいくつかのつづりのミスがある。
 There are some （　　　　　） mistakes in your paper.

0228 ゆうべはとても寒くてバケツの水が凍った。
 It was so cold last night that the water in the bucket （　　　　　）.

0229 私は重要な会議が翌日だということをすっかり忘れていた。
 I （　　　　　） forgot that the important meeting was on the next day.

0230 日本にはお正月を祝う伝統がある。
 Japan has a （　　　　　） of celebrating New Year’s Day.

0231 そのチケットはオンラインで手に入る。
 The tickets are （　　　　　） online.

0232 彼は試合の最後に 2点を得点した。
 He （　　　　　） two points at the end of the game.

0233 父が病気から回復するのに 1年以上かかった。
 It took over a year for my father to （　　　　　） from his illness.

0234 インターネット上には膨大な量の情報が流れている。
 There is a huge （　　　　　） of information on the Internet.

0235 ここであなたに会えるなんて何て奇遇なんでしょう。
 What a pleasant （　　　　　） to see you here!

0236 彼は足を骨折したので、会議に出席できなかった。
 He broke his leg, so he couldn’t （　　　　　） the meeting.

0237 それら 2つの通りはここから 3キロのところで交差する。
 Those two streets （　　　　　） three kilometers from here.

0238 大人 2人と子ども 1人で 50ドルだ。
 It costs $50 for two （　　　　　） and one child.



0239 彼の話は私をとても混乱させた。
 His story （　　　　　） me a lot.

0240 彼は芸術団体を組織した。
 He created an art （　　　　　）.

0241 政府はそれらの動物の狩猟を認めていない。
 The （　　　　　） doesn’t allow the hunting of those animals.

0242 皆がいつもすべてのことに同意するなんてありえない。
 It’s （　　　　　） for everyone to agree on everything all the time.

0243 彼は定期的にジムに通っている。
 He goes to the gym （　　　　　）.

0244 あなたの家への行き方を送ってもらえますか。
 Can you send me （　　　　　） to your house?

0245 彼は夏休みの間、毎日気温を記録した。
 He （　　　　　） the temperature every day during summer vacation.

0246 その男の子は時々、友だちとゲームを交換している。
 The boy sometimes （　　　　　） games with his friends.

0247 彼女はベランダに出てきて、助けを求めて大声で叫んだ。
 She went out on the balcony and （　　　　　） for help.

0248 彼女はカップにコーヒーを注いで砂糖を入れた。
 She （　　　　　） a cup of coffee and put some sugar in it.

0249 その植物は水なしに数か月生き延びることができる。
 The plant can （　　　　　） months without water.

0250 みんな彼の冗談に笑った。
 Everyone laughed at his （　　　　　）.



0251 先月、私は田舎の祖父を訪ねた。
 Last month, I visited my grandfather in the （　　　　　）.

0252 湖は深く、澄んでいた。
 The lake water was deep and （　　　　　）.

0253 彼らはヨーロッパへの船旅に出た。
 They went on a （　　　　　） to Europe.

0254 私はきのうローラに何枚か CDを貸した。
 I （　　　　　） some CDs to Laura yesterday.

0255 この家には 5人家族に十分なスペースがある。
 This house has enough （　　　　　） for a family of �ve.

0256 その会社は中国に新しい工場を建設すると発表した。
 The company （　　　　　） that it would build a new factory in China.

0257 私たちの家は東京の中心部にある。
 Our house （　　　　　）（　　　　　） in the center of Tokyo.

0258 彼は眠っているふりをした。
 He （　　　　　） that he was asleep.

0259 地球と月の間の距離はどのくらいですか。
 What’s the （　　　　　） between the Earth and the moon?

0260 不幸にも、彼は空港でパスポートを盗まれた。
 （　　　　　）, he had his passport stolen at the airport.

0261 私は月に約 2,000ドル稼いでいる。
 I （　　　　　） about $2,000 a month.

0262 教員たちは生徒を安全な場所に誘導した。
 The teachers （　　　　　） the students to a safer place.



0263 彼のシャツにはいくつか染みがあった。
 There were some （　　　　　） on his shirt.

0264 この本の領収書が欲しいのですが。
 I want a （　　　　　） for this book.

0265 彼女は大通りを歩いて渡った。
 She walked （　　　　　） the main street.

0266 彼は私のアイデアを聞いて興奮しているようだった。
 He （　　　　　） excited to hear my idea.

0267 その映画フェスティバルは大成功だった。
 The movie festival was a big （　　　　　）. 

0268 ミラー先生は私が遅刻したのを許してくれた。
 Mr. Miller （　　　　　） me for being late.

0269 これらの携帯電話の画面を作るのに新しい技術が使われている。
 New （　　　　　） is used to make these cell phone screens.

0270 先週、うちのネコが死んだ。
 Our cat （　　　　　） last week.

0271 多くのボランティアがその活動を支援している。
 A lot of volunteers are （　　　　　） the activity.

0272 私たちの到着は大雪のために遅れた。
 Our arrival （　　　　　）（　　　　　） because of the heavy snow.

0273 彼女は数学でいい成績をとった。
 She got a good （　　　　　） in math.

0274 その少女は記憶力がいい。
 The girl has a good （　　　　　）.



0275 外はとても暗くて、私たちはお互いがほとんど見えなかった。
 It was so dark outside that we could （　　　　　） see each other.

0276 多くの人は犬を家族の一員として扱う。
 Many people （　　　　　） their dogs as family members.

0277 チームはその病気の新しい治療法を発見した。
 The team found a new （　　　　　） for the disease.

0278 プールの向こう側にメグが見えた。
 I saw Meg on the other （　　　　　） of the pool.

0279 その工場は車の部品を製造している。
 The factory （　　　　　） car parts.

0280 彼はドアを右にスライドさせた。
 He （　　　　　） the door to the right.

0281 大きな波が来ているよ！
 A big （　　　　　） is coming!

0282 彼らはなるべくたくさん自然食品を食べるようにしている。
 They try to eat as much （　　　　　） food as possible.

0283 私はすぐに彼女のメールに返信した。
 I （　　　　　） to her e-mail right away.

0284 フライパンを焦がさないでください。
 Don’t （　　　　　） the frying pan.

0285 その会社は新しい薬を開発した。
 The company （　　　　　） a new medicine.

0286 さらに情報を請求するには、この用紙をお使いください。
 Please use this form to （　　　　　） more information.



0287 その会社は創立 30周年を祝った。
 The company celebrated their 30th （　　　　　）.

0288 何人かの人が私の考えに異議を唱えた。
 Some people （　　　　　） with my idea.

0289 あなたはご両親の忠告に従うべきだ。
 You should （　　　　　） your parents’ advice.

0290 彼は私にそのあたりを夜一人で歩かないようにと注意した。
 He （　　　　　） me not to walk alone around there at night.

0841 来年、ドイツ語を勉強することにした。
 I’ve （　　　　　）（　　　　　） study German next year.

0842 彼は日本の芸術に興味がある。
 He （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） Japanese art.

0843 私はゆうべ、その物音のためによく眠れなかった。
 I couldn’t sleep well last night （　　　　　）（　　　　　） the noise.

0844 私は最初、ブラウン先生の言っていることが理解できなかった。
 （　　　　　）（　　　　　）, I couldn’t understand what Mr. Brown was 

saying.

0845 彼女は私たちにパーティーに食べ物を持ってくるよう頼んだ。
 She （　　　　　） us （　　　　　） bring food to the party.

0846 私は高校生のころ、早起きをしていた。
 I （　　　　　）（　　　　　） get up early when I was in high school.
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0847 雨が激しく降ってきたので、車で迎えに来てくれるように父に電話した。
 It started to rain really hard, so I called my dad to （　　　　　） me 

（　　　　　）.

0848 グレースはそのことについては何も知らないようだ。
 Grace （　　　　　）（　　　　　） know nothing about it.

0849 あなたがたはどうやって互いに知り合うようになったのですか。
 How did you get to know （　　　　　）（　　　　　）?

0850 ダンに聞いてごらん。彼はこのソフトにとても詳しいんだ。
 You should ask Dan. He’s quite （　　　　　）（　　　　　） this 

software.

0851 この仕事は金曜日までに終わらせなければならないことを忘れないでください。
 Please （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） you 

need to �nish this job by Friday.

0852 時間通りに来てください。
 You should be （　　　　　）（　　　　　）.

0853 彼はとても冷たそうだったが、実はとても親切な人だった。
 He looked very cold, but （　　　　　）（　　　　　）, he was a very 

kind man.

0854 この辞書の代金をクレジットカードで支払えますか。
 Can I （　　　　　）（　　　　　） this dictionary with my credit card?

0855 あなたなら彼らとうまくやっていけると思いますよ。
 I think you’d （　　　　　）（　　　　　） well （　　　　　） them.

0856 彼女は来月シドニーに行くことを楽しみにしている。
 She is （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） going to Sidney next 

month.



0857 私は自分が留守の間、犬の世話をしてもらえないかと彼に頼んだ。
 I asked him to （　　　　　）（　　　　　） my dog while I was out of 

town.

0858 このソフトを使えばユーザーは簡単にウェブサイトを作ることができる。
 This software （　　　　　） users （　　　　　） build websites easily.

0859 私はうっかり違うバスに乗ってしまった。
 I took the wrong bus （　　　　　）（　　　　　）.

0860 私はスキー、スケート、スノーボードのような冬のスポーツが好きだ。
 I like winter sports （　　　　　）（　　　　　） skiing, skating, and 

snowboarding.

0861 私の留守中に金魚の世話をしていただけませんか。
 Could you （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） my gold�sh while I 

am away?

0862 私はこのレポートをあしたまでに提出しなければならない。
 I have to （　　　　　）（　　　　　） this report by tomorrow.

0863 彼女はスピーチでいくつか間違えた。
 She （　　　　　） some （　　　　　） in her speech.

0864 帰宅したら、必ず私に電話をしてください。
 （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） you call me when you get 

home.

0865 ワインはぶどうから作られる。
 Wine （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） grapes.

0866 彼は大勢の人の前で話すのに慣れている。
 He （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） speaking in front of large 

crowds.



0867 このソフトは 1か月無料でご利用できます。
 You can use this software （　　　　　）（　　　　　） for one month.

0868 出かけるときは電気を消すのを忘れないでください。
 Don’t （　　　　　）（　　　　　） turn off the light when you go out.

0869 入り口で靴を脱いでください。
 Please （　　　　　）（　　　　　） your shoes at the entrance.

0870 あなたは専門家にアドバイスを求めるべきだ。
 You （　　　　　）（　　　　　） ask an expert for advice.

0871 これらのアクセサリーは注意して扱ってください。
 Please treat these accessories （　　　　　）（　　　　　）.

0872 きのう、私たちはビーチの清掃に参加した。
 Yesterday, we （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） cleaning up 

the beach.

0873 私たちは雨にもかかわらずハイキングを楽しんだ。
 We enjoyed hiking （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） the rain.

0874 彼らは初めての家を買うと決心した。
 They （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） to buy their �rst house.

0875 ちょっとこの写真を見てごらん。
 Just （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） this picture.

0876 彼らはよく夜遅くまで電話で話し続けた。
 They often （　　　　　） talking on the phone until late at night.

0877 私はあしたのコンサートが中止になったと知ってがっかりした。
 I was disappointed to （　　　　　）（　　　　　） that tomorrow’s 

concert was canceled.



0878 彼は先月、初めてゴルフをした。
 He played golf （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） 

last month.

0879 3問目の答え、何て書いた？
 What answer did you （　　　　　）（　　　　　） for the third question?

0880 私の家族は時々外食する。
 My family eats out （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.

0881 そのジャズフェスティバルのチケットは全部売り切れだ。
 Tickets for the jazz festival （　　　　　） all （　　　　　） （　　　　　）.

0882 私はこんなに美しい教会を見たことがない。
 I’ve never seen （　　　　　）（　　　　　） beautiful church.

0883 私は寝坊し、その結果、仕事に遅刻した。
 I overslept and, （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）, was late for 

work.

0884 彼女は毎晩、メールをチェックして長い時間を過ごす。
 She （　　　　　） a long time checking e-mails every evening.

0885 ハヤシさんはとてもよく働くので、彼らは頼りにしている。
 They （　　　　　）（　　　　　） Mr. Hayashi, because he is such a 

hard worker.

0886 私は成田空港に到着すると、すぐに両親に電話した。
 When I arrived at Narita Airport, I called my parents （　　　　　）

（　　　　　）.

0887 彼女は祖父にちなんで赤ん坊の名前をつけた。
 She （　　　　　） the baby （　　　　　） her grandfather.



0888 彼女は試合に勝てるよう最善を尽くすつもりだと言った。
 She said she would （　　　　　） her （　　　　　）（　　　　　） win 

the match.

0889 その男性は窓際の静かなテーブルを希望した。
 The man （　　　　　）（　　　　　） a quiet table by the window.

0890 あの建物は 100年以上前に建てられた。
 That building was built （　　　　　）（　　　　　） 100 years ago.

0891 彼は家業を継いだ。
 He （　　　　　）（　　　　　） his family’s business.

0892 おかけになって少々お待ちください。
 Please （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） and wait for a minute.

0893 アンは将来のことについて心配しているみたいだ。
 Ann seems to （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） her future.

0894 同じことがもう 1度できるか確認してみよう。
 Let’s （　　　　　）（　　　　　） we can do the same thing again.

0895 今電車の中なので、あとでかけ直します。
 I’m on the train right now, so I’ll （　　　　　） you （　　　　　） later.

0896 風邪を治すのに 2、3日かかった。
 It took me a few days to （　　　　　）（　　　　　） the cold.

0897 友だちの一人が私にそのチケットをくれた。
 （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） gave me the 

ticket.

0898 ウエーターの仕事に応募したいと思っています。
 I’d like to （　　　　　）（　　　　　） a job as a waiter.



0899 その湖はかつてはずっと大きかった。
 The lake was much larger （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.

0900 アジアの国々を旅している間に、私はお金を使い果たしてしまった。
 I （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） money while traveling 

around countries in Asia.

0901 姉は来月仕事でパリへ行く。
 My sister is going to Paris （　　　　　）（　　　　　） next month.

0902 彼は弁護士になるためにロースクールに入学した。
 He entered law school （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） 

become a lawyer.

0903 彼は大学で日本史を専攻したいと思っている。
 He wants to （　　　　　）（　　　　　） Japanese history in college.

0904 この用紙に記入していただけますか。
 Could you （　　　　　）（　　　　　） this form?

0905 夕食に間に合うように帰ってきなさい。
 Be sure to get back （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） dinner.

0906 まだ 9時だから、準備する時間は十分にあるよ。
 It’s only nine. We have （　　　　　）（　　　　　） time to get ready.

0907 彼は先週、学校を 3日間欠席した。
 He （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） school three days last 

week.

0908 この食器を片づけてもらえますか。
 Can you （　　　　　）（　　　　　） these dishes, please?

0909 彼女は期末試験で成績がよかった。
 She （　　　　　）（　　　　　） on the �nal exams.



0910 私は学校のすぐ近くに住んでいる。
 I live really （　　　　　）（　　　　　） my school.

0911 彼らは自らの文化を誇りに思っている。
 They （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） their own culture.

0912 このレポートは事実に基づいている。
 This report （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） facts.

0913 鉛筆や消しゴムなどを注文しなければならない。
 I have to order some pencils and erasers （　　　　　）（　　　　　）

（　　　　　）.

0914 彼らは来月結婚する予定だ。
 They are going to （　　　　　）（　　　　　） next month.

0915 彼らは何年もの間、メールで連絡を取り合っている。
 They’ve （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） by e-mail for years.

0916 いつか家にお立ち寄りください。
 Please （　　　　　）（　　　　　） my house sometime.

0917 彼女は全国を徒歩で旅して回っている。
 She is traveling around the country （　　　　　）（　　　　　）.

0918 今のところ、この仕事に満足している。
 I’m satis�ed with this job （　　　　　）（　　　　　）.

0919 近年、ますます多くの人々が日本を訪れている。
 （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） people are visiting Japan 

these days.

0920 時々、私はバスに乗る代わりに歩いて学校に行く。
 Sometimes, I walk to school （　　　　　）（　　　　　） taking the 

bus.



0921 私は宿題が終わらなかったので、母に助けを求めた。
 I couldn’t �nish my homework, so I （　　　　　） my mother 

（　　　　　） help.

0922 出かけるときはコートを着なさい。
 （　　　　　）（　　　　　） a coat when you go out.

0923 ジェニーとウォルターはアジアを旅行していて偶然に会った。
 Jenny and Walter met （　　　　　）（　　　　　） while traveling 

through Asia.

0924 彼らの努力のおかげで、ショーは成功に終わった。
 （　　　　　）（　　　　　） their efforts, the show was a success.

0925 一度電話を切ってかけ直します。
 I’ll （　　　　　）（　　　　　） and call you back.

0926 マイクは父親に似ている。
 Mike （　　　　　）（　　　　　） his father.

0927 テストが始まる前に、教科書を片づけなさい。
 （　　　　　）（　　　　　） your textbooks before the exam starts.

0928 彼は棚の上の本に手を伸ばした。
 He （　　　　　）（　　　　　） the book on the shelf.

0929 遅かれ早かれ、彼らは真実を知ることになる。
 （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）, they will know the truth.

0930 スーザンの両親は彼女に家にいてほしかった。
 Susan’s parents （　　　　　） her （　　　　　） stay at home.



1141 彼女は一人で旅行に行くには若過ぎる。
 She is （　　　　　） young （　　　　　） go on a trip by herself.

1142 彼女は部屋を掃除しているときに、古いアルバムを見つけた。
 She found an old album （　　　　　） she was cleaning her room.

1143 両親は私を友人たちとハイキングに行かせてくれた。
 My parents （　　　　　） me go hiking with my friends.

1144 道路をもっと安全にするにはより厳しい交通規則が必要だ。
 Stricter traf� c laws are necessary in order to （　　　　　） roads safer.

1145 彼女は疲れていたが、働き続けた。
 （　　　　　） she was tired, she kept working.

1146 オンラインストアを使えば、欲しいときにはいつでもものを買うことができる。
 By using online stores, we can buy things （　　　　　） we want.

1147 私はけさ、朝食を食べるのに十分な時間がなかった。
 I didn’t have （　　　　　） time （　　　　　） eat breakfast this 

morning.

1148 私たちは父が帰宅するまで出発することができなかった。
 We couldn’t leave （　　　　　） my father came home.

1149 その問題は非常に難しかったけれども、彼はそれをすぐに解いた。
 （　　　　　）（　　　　　） the question was really dif� cult, he solved 

it quickly.

1150 バスケットボールは男の子も女の子もプレーすることができる。
 Basketball can be played by （　　　　　） boys （　　　　　） girls.

1151 たとえ今すぐに出かけても、終バスには間に合わないだろう。
 （　　　　　）（　　　　　） we leave right now, we still won’t catch the 

last bus.

構文編



1152 初心者が雪の日に車を運転するのは難しい。
 （　　　　　）（　　　　　） hard （　　　　　） beginners （　　　　　） 

drive a car on a snowy day.

1153 一度このチケットをお求めになると、払い戻しはできません。
 （　　　　　） you buy this ticket, you cannot get your money back.

1154 彼のゴールがなかったら、私たちは負けていただろう。
 （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） his 

goal, we would have lost.

1155 英語の先生は、生徒たちが理解できるようにゆっくりと話した。
 The English teacher talked slowly （　　　　　）（　　　　　） the 

students could understand.

1156 グレースはもはや私たちの助けを必要としていない。
 Grace doesn’t need our help （　　　　　）.

1157 ジョージは息子を大学に行かせようとした。
 George tried to （　　　　　） his son go to college.

1158 インターネットのおかげで人々が情報を集めるのが簡単になった。
 The Internet has （　　　　　）（　　　　　） easy （　　　　　） people 

（　　　　　） collect information.

1159 彼の絵は日本だけでなく世界中で人気がある。
 His paintings are popular （　　　　　）（　　　　　） in Japan, 

（　　　　　）（　　　　　） all over the world.

1160 カレンの部屋から彼女がピアノの練習をしているのが聞こえた。
 I （　　　　　） Caren practicing the piano in her room.

1161 アンディーが言ったことを信じるのは難しかった。
 I （　　　　　）（　　　　　） dif�cult （　　　　　） believe what Andy 

said.



1162 彼は相変わらず忙しい。
 He is （　　　　　） busy （　　　　　）（　　　　　）.

1163 ゆうべオフィスの前を通ったとき、電気は 1つもついていなかった。
 When I walked by the of�ce last night, （　　　　　）（　　　　　） the 

lights were on.

1164 天気が悪くない限り、彼女はビーチに行くつもりだ。
 （　　　　　） it rains, she’s going to go to the beach.

1165 彼はまるでブラジルのことなら何でも知っているかのように話す。
 He talks （　　　　　）（　　　　　） he knew everything about Brazil.

1166 彼らはその病気がまん延するのを防ぐために全力を尽くした。
 They did their best to （　　　　　） the disease （　　　　　） 

spreading.

1167 彼の冗談は少しも面白くなかった。
 His joke wasn’t funny （　　　　　） （　　　　　）.

1168 水がとても澄んでいたので湖底が見えた。
 The water was （　　　　　） clear （　　　　　） I could see the 

bottom of the lake.

1169 科学のテストの成績は彼女が思っていたほどよくなかった。
 Her grade on the science test was （　　　　　）（　　　　　） good 

（　　　　　） she’d （　　　　　）.

1170 一番たくさん正しくパズルを解いた人が賞を与えられます。
 （　　　　　） solves the most puzzles correctly will win the prize.



1191 A：日本へようこそ、ロバート。空の旅はどうでしたか。
 B：よかったですよ。
 A: （　　　　　） （　　　　　） Japan, Robert. How was your � ight?
 B: It was nice.

1192 A：映画って何時に始まるの？
 B：スマートフォンで調べてみるよ。
 A: What time does the movie start?
 B: （　　　　　）（　　　　　） check on my smartphone.

1193 一体ミランダは何を考えているんだろう。
 What （　　　　　）（　　　　　） is Miranda thinking?

1194 A：ホワイト先生とお話できますか。
 B：あいにく、今外出しております。
 A: Could I speak to Mr. White?
 B: （　　　　　）（　　　　　） he is out at the moment.

1195 次回の会議について言いたいことがあります。
 I （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） 

the next meeting.

1196 A：新しい英語の先生をどう思う？
 B：いい人みたいだね。

 A: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） 
our new English teacher?

 B: He seems like a nice person.

1197 A：この川の水、飲めると思う？
 B：思い切って飲んでみよう。
 A: Do you think we can drink this river water?
 B: Let’s （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） try it.

会話表現編



1198 A：この問題が解けないんだ。
 B：お兄さんのボブに聞いてみたら？
 A: I can’t solve this problem.
 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） ask your brother Bob?

1199 私はそこへバスで行くより、むしろ歩いて行きたい。
 I’d （　　　　　） go there on foot than by bus.

1200 A：調子がよくなさそうだよ。大丈夫？
 B：よくわからないけど、少し熱がある気がする。
 A: You don’t look well. Are you OK?

 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）, but I feel like I have a 
slight fever.

1201 このかばんは素敵だし安いけど、黄色は好きじゃないな。ほかの色ならよかったのに。
 This bag is nice and cheap, but I don’t like yellow. （　　　　　）

（　　　　　） it was a different color.

1202 A：営業会議が始まるのは午後 2時ですよね。
 B：その通りです。
 A: The sales meeting starts at 2 p.m., right?
 B: （　　　　　）（　　　　　）.

1203 A：今週末は何がしたい？
 B：映画に行くのはどう？
 A: What do you want to do this weekend?
 B: （　　　　　）（　　　　　） going to a movie?

1204 きょうの午後、こちらのオフィスに来ていただけませんでしょうか。
 I （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） 

come to my of�ce this afternoon.



1205 A：今度の土曜日に相撲を見に行くんです。
 B：楽しそうですね。
 A: I’m going to see sumo wrestling next Saturday.
 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.

1206 A：夕食はどこに食べに行く？
 B：任せるよ。何が食べたい？
 A: Where should we go for dinner?

 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）. What would 
you like to eat?

1207 A：ライアンは必ずここに来るのね？
 B：うん、間違いないよ。電話で話したばかりだから。
 A: Are you sure Ryan is coming here?

 B: Yes, （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）. I just 
talked him on the phone.

1208 A：ここでたばこを吸ってもいいですか。
 B：ええ、どうぞ。
 A: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　） I smoke here?
 B: No, not at all. Go ahead.

1209 率直に言って、私は彼女と一緒に仕事をしたくない。
 （　　　　　）（　　　　　）, I don’t want to work with her.

1210 A：もしもし、ヒルさん。ジーナはいますか。
 B：今出かけているのよ。伝言をうかがいましょうか。
 A: Hello, Ms. Hill. Is Gina home?

 B: Sorry, but she’s out now. May （　　　　　）（　　　　　）
（　　　　　）（　　　　　）?

1211 A：この CD、大好き。
 B：私も。
 A: I like this CD very much.
 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.



1212 A：ねえ、散歩に行こうよ。
 B：放っておいてよ。今、宿題をやってるんだから。
 A: Hey, let’s go out for a walk.
 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）. I’m doing my homework.

1213 A：なぜ彼はあんなに怒ってるんだと思う？
 B：わからないよ。
 A: Why do you think he is so angry?
 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）.

1214 A：私たちはなぜバリに行けないの？
 B：第一、飛行機代が高過ぎるよ。
 A: Why can’t we go to Bali?

 B: （　　　　　）（　　　　　）（　　　　　）, the plane tickets are too 
expensive.


