さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

①
a cup(glass) of ~
a few ~
a little ~
a lot
a lot of ~
a pair of ~
a part of ~
a piece of ~
a kind of ~
after all
after a while
after school
again and again
agree with ~
all day
all night
all over ~
all right
all the time
and so on
around the world
arrive at ~
as ~ as...
as ~ as one can
as ~as possible
as soon as ~
as usual
~ as well as ...
ask ~ for ...
ask ~ to...
at first
at home
at last
at once
at that time
at the age of ~
at the end of ~
at the same time
away from ~
be able to ~
be afraid of ~
Be careful ~
be different from ~
be from ~
be famous for ~
be full of ~
be going to ~
be glad to ~
be good at ~
be in trouble
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（各２点）
コップ一杯の～
I want a cup of milk.
私は一杯のミルクがほしい。
少しの～
He has a few book.
彼は数冊の本を持っています。
少しの～
I have a little money.
私は少しのお金を持っています。
たくさん
I know a lot about flowers.
私は花についてたくさん知っています。
たくさんの～
I have a lot of things to do.
私はすることがたくさんあります。
一対の～
My father gave me a pair of shoes.
父が私に一対のくつをくれた。
一部
A part of the class is singing.
クラスの一部が歌っています。
１片の～
Give me a piece of cake.
一切れのケーキをください。
～のような、～の一種 Sumo is a kind of wrestling.
相撲はレスリングのようなものです。
結局
He did not come after all.
彼は結局来なかった。
しばらくして
They came back after a while.
彼らはしばらくして帰ってきた。
放課後
Let's play tennis after school.
放課後テニスをしよう。
何度も
I went there again and again.
私は何度もそこへ行った。
～に同意する
I agree with you.
私はあなたと同意見です。
一日中
I was sick in bed all day yesterday.
私は病気で昨日は一日中寝ていた。
一晩中
We talked all night.
私たちは一晩中話した。
～中で
He is known all over the world.
彼は世界中で知られている。
よろしい、元気な
Are you all right today ?
今日は身体の具合はいいですか。
その間ずっと
He was at home all the time.
彼はその間ずっと家にいた。
～など
I like cakes, cookies and so on.
私はケーキ、クッキーなどが好きです。
世界中の
I traveled around the world.
私は世界中を旅行した。
～に着く
He arrived at the station at eight.
彼は８時に駅に着いた。
･･･と同じぐらい～
He is as tall as I.
彼は私と同じくらいの背の高さだ。
できるだけ～
Come as soon as you can.
できるだけ早く来なさい。
できるだけ～
He ran as fast as possible.
彼はできるだけ速く走った。
～するとすぐに
As soon as he went out, she cried.
彼が出て行くとすぐに、彼女は泣いた。
いつものとおり
He came late as usual.
彼はいつものとおり遅れて来た。
･･･と同様に～も
He likes baseball as well as tennis.
彼はテニスと同様に野球も好きです。
～に･･･を求める
He asked Mary for a help.
彼はメアリーに助けを求めた。
～に･･･するように頼む He asked me to wait.
彼は私に待つように頼んだ。
最初は
At first I didn't like him.
最初私は彼を好きでなかった。
家で
Were you at home last night ?
あなたは昨夜家にいましたか。
ついに
At last she passed the test.
ついに彼女はその試験に合格した。
すぐに
Come here at once.
すぐにここに来なさい。
そのとき
I was reading a book at that time.
私はその時本を読んでいた。
～歳のときに
He went abroad at the age of twenty. 彼女は２０歳のときに外国へ行った。
～の終わりに
The shop is at the end of this street. その店はこの通りの終わりにある。
同時に
Let's start at the same time.
さあ、同時にはじめよう。
～から離れて
They stayed away from the place.
彼らはその場所に近づかなかった。
～することができる
She is able to swim very fast.
彼女はとても速く泳ぐことができる。
～をこわがる
He is afraid of the dog.
彼はその犬をこわがっている。
気をつけなさい。
Be careful with the dog.
その犬に気をつけなさい。
～と違う
My answer is different from yours.
私の答はあなたのと違う。
～出身だ
Kevin is from America.
ケビンはアメリカ出身です。
～で有名である
Shizuoka is famous for its tea.
静岡はお茶で有名です。
～でいっぱいである
Her eyes were full of tears.
彼女の目は涙でいっぱいだった。
～するつもりである
I am going to be a teacher.
私は先生になるつもりです。
～してうれしい
I'm glad to meet you.
お会いできてうれしいです。
～が上手である
She is good at playing the piano.
彼女はピアノを弾くのが上手だ。
困っている
I am in trouble now.
私は今困っている。
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②
be interested in ~
be kind to ~
be known to ~
be late for ~
be made of ~
be made from ~
be made up of ~
be ready to ~
be sorry that ~
be sure that ~
be surprised at ~
be sick in bed
be worried about ~
because of ~
before noon
before long
between ~ and ...
~ better than ...
both ~ and ...
by oneself
by the way
call at ~
call on ~
come and see me
come back
come from ~
come home
come in ~
come on
come out
come true
come up to ~
cut down ~
different ~ from ...
do one's best
do the dishes
don't have to ~
each other
either ~ or ...
enjoy ~ ing
~ enough to ...
even if ~
every day
far away
far from ~
feel sick
find out ~
fill up
for a long time
for the first time
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～に興味がある
～に親切である
～で知られている
～に遅れる
～でできている
～から作られる
～で成り立っている
～の準備ができている
～を気の毒に思う
～を確信する
～に驚く
病気で寝ている
～を心配する
～のために
正午前
まもなく
～と･･･の間に
･･･よりよく～
～も･･･も両方とも
独力で
ところで
（家を）訪問する
（人を）訪問する
会いに来る
もどる
～の出身である
帰宅する
～に入ってくる
やってくる、さあ
出てくる
実現する
～に近づく
～を切り倒す
･･･と違う～
最善をつくす
食器を洗う
～する必要はない
お互いに
～か･･･かどちらか
～することを楽しむ
･･･するのに十分～
たとえ～であっても
毎日
遠くに
～から遠い
気分が悪い
～を発見する
いっぱいになる
長い間
はじめて
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（各２点）
I 'm interested in music.
私は音楽に興味があります。
She was kind to me yesterday.
昨日、彼女は私に親切だった。
His name is known to everyone.
彼の名前はみんなに知られている。
I was late for the class.
私は授業に遅れた。
This desk is made of wood.
この机は木でできている。
Cheese is made from milk.
チーズは牛乳から作られる。
The team is made up of 20 members. そのチームは 20 人で成り立っている。
I'm ready to go.
私は行く用意ができている。
I'm sorry that they lost the game.
彼らが試合に負けたことは気の毒だ。
I am sure that he will come.
彼が来ると私は確信している。
I was surprised at the news.
私はその知らせに驚いた。
My brother is sick in bed.
兄（弟）は病気で寝ています。
He is worried about his daughter.
彼は娘のことを心配している。
I did not go because of the rain.
私は雨のために行かなかった。
Ken had lunch before noon.
健は正午前に昼食をとった。
He will be back before long.
彼はまもなく戻るだろう。
I sat between Ken and Bob.
私はケンとボブの間に座った。
She play the piano better than he.
彼女は彼より上手にピアノを弾く。
Both he and she are healthy.
彼も彼女も共に健康です。
He went there by himself.
彼は独力でそこへ行った。
By the way, I saw him yesterday.
ところで、昨日彼を見たよ。
I called at his house yesterday.
私は昨日、彼の家を訪問した。
I called on him yesterday.
私は昨日、彼を訪問した。
My friend came and see me.
私の友だちが、私に会いに来た。
He will come back soon.
彼はすぐに戻ってくるでしょう。
He comes from England.
彼はイギリスの出身である。
When will you come home ?
いつ帰宅しますか。
May I come in ? Yes, please.
入ってもいいですか。はい、どうぞ。
"Come on. Let's go."
「さあ。いこう。」
The sun came out.
太陽が出てきた。
Your dream will come true.
君の夢は実現するでしょう。
A policeman came up to him..
一人の警察官が彼に近づいてきた。
I cut down the tree.
私はその木を切り倒した。
My opinion is different from yours. 私の意見はあなたのと違う。
I'll do my best.
私は最善をつくします。
He did the dishes for her.
彼は彼女のために食器を洗った。
You don't have to go there.
あなたはそこへ行く必要はない。
They helped each other.
彼らはお互い助け合った。
Either you or I must go.
君か私かどちらかが行く必要がある。
Tom enjoys playing baseball.
トムは野球を楽しんでいる。
He is old enough to drive a car.
彼は車を運転するには十分な年齢だ。
He will come even if it rains.
たとえ雨が降っても彼は来るだろう。
I study English every day.
私は毎日英語を勉強する。
He live far away.
彼は遠くに住んでいる。
Is that park far from here ?
その公園はここから遠いですか。
I feel sick.
私は気分が悪い。
I found out the secret.
私はその秘密を発見した。
The room filled up with people.
部屋は人でいっぱいになった。
I haven't seen him for a long time.
私は彼に長い間会っていない。
I went there for the first time.
私はそこにはじめて行った。
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③
for a while
for oneself
for example
for a minute
from ~ to ...
from now on
full of ~
get up
get out ~
get to ~
get on ~
get angry
get home
get well
get out of ~
get into ~
get in ~
get back
get off ~
get dark
give up ~
go for a walk
go on
go out
go back to ~
go to bed
go away
go up
go to sleep
go into ~
go ~ing
grow up
have been to ~
have to ~
have a good time
have a problem
have a cold
Have you ever ~ ?
had better ~
had to ~
hear of ~
hear from ~
Here is (are)~
Here you are.
How often ~ ?
How far ~ ?
How much ~ ?
How about ~ ?
How many ~ ?
How many times~?
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しばらくの間
I waited him for a while.
独力で
He finished the work for himself.
たとえば
I like flowers, for example like that.
少しの間
The rain stopped for a minute.
～から･･･まで
I studied from seven to ten.
今後
I will study harder from now on.
～でいっぱい
The park is full of people.
起きる
I got up at six.
外に出る
Get out !
～に着く
When did you get to Tokyo ?
～に乗る
I got on the train.
怒る
She got angry with me.
帰宅する
My father got home late at night.
（体調が）よくなる
My mother will get well soon.
～から外に出る
Get out of here at once.
～の中に入る
I got into the car.
～に入る 、乗る
May I get in your car ?
もどる
I got back from school at five.
降りる
Let's get off the bus here.
暗くなる
It's getting dark.
～をあきらめる
Don't give up! Try it again.
散歩に出かける
Let's go for a walk.
進む、行く、続く
I went on a trip to China.
外に出る
He didn't go out yesterday.
～へ帰る
She went back to her room.
寝る
I usually go to bed at nine.
立ち去る
The dog went away.
登る、上がる
The rocket went up.
眠る
The boy went to sleep.
～の中に入る
They went into the elevator.
～をしに行く
I want to go shopping.
成長する
I grew up in Japan.
～へ行ったことがある Have you ever been to Hokkaido ?
～しなければならない He has to go now.
楽しく過ごす
We had a good time at the dinner
困ったことがある
I have a problem to solve.
カゼをひいている
I have a bad cold.
今までに～した事がありますか。 Have you ever seen this ?
～したほうがよい
You had better hurry.
～しなければならなかった He had to work every day.
～のことを聞く
I have never heard of the story.
～から便りがある
I heard from him last month.
ここに～がある
Here are two eggs.
はい、どうぞ。
"Please pass me it" "Here you are."
何回～？
How often do you go there in a week ?
どのくらいの距離～？ How far did you swim ?
いくらですか。
How much is this book ?
～はどうですか。
How about a cup of tea ?
どれくらい多くの～？ How many books do you have ?
何回～？
How many times have you gone there ?
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（各２点）
私はしばらくの間彼を待った。
彼は独力でその仕事を終えた。
私は花が好きです、例えばあのような。
雨が少しの間やんだ。
私は７時から１０時まで勉強した。
私は今後もっと熱心に勉強します。
公園は人でいっぱいです。
私は６時に起きた。
外に出なさい。
いつ東京に着きましたか。
私はその列車に乗った。
彼女は私に怒った。
父は夜遅く帰宅した。
母はすぐによくなるでしょう。
ここからすぐに出て行け。
私はその車に乗り込んだ。
あなたの車に乗ってもいいですか。
私は学校から５時に帰った。
ここでバスを降りましょう。
暗くなってきた。
あきらめるな。もう一度やってみろ。
散歩に行こう。
私は中国へ旅行に行った。
彼は昨日外出しなかった。
彼女は自分の部屋にもどった。
私はたいてい９時に寝る。
その犬は逃げ去った。
ロケットは上がっていった。
その少年は眠った。
彼らはエレベーターに乗り込んだ。
私は買い物に行きたい。
私は日本で育ちました。
北海道へ行ったことがありますか。
彼は今いかなければなりません。
私たちはその夕食を楽しんだ。
私には解決すべき問題がある。
私はひどいカゼをひいている。
今までにこれを見た事がありますか。
あなたは急いだ方がよい。
彼は毎日働かなければならなかった。
私はその話を聞いたことがない。
彼から先月便りがあった。
ここに２個の卵があります。
「それとって下さい。」
「はい、どうぞ。」
週に何回ぐらいそこへ行くのですか。
あなたはどのくらい泳ぎましたか。
この本はいくらですか。
紅茶を一杯いかがですか。
あなたは本を何冊持っていますか。
何回そこに行ったことがありますか。

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

④
How long ~ ?
How do yo like~ ?
How about you ?
how to ~
I think that ~
I am afraid that ~
I see
I hope ~
in a few hours
in a year
in fact
in the future
in front of ~
in groups
in time for ~
in that way
in those days
in one's opinion ~
in the sun
in order to ~
in a way
It is ~ to...
It takes ~ to ...
It's kind of you.
It's getting dark.
just like ~
keep (on) ~ ing
leave for ~
learn about ~
Let me see.
listen to ~
live in ~
look after ~
look at ~
look for ~
look like ~
look up
look around ~
look out
look down
long ago
make a mistake
make a speech
make it
May I ~ ?
May I help you ?
more than ~
more and more ~
most of ~
need to ~
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どれくらい長く～？
～はいかがですか。
あなたはどうですか。
～のしかた
私は～と思う
～かと心配する
（会話）わかります
～を望む
２，３時間で
一年で
実際は
将来
～の前に
集団で、グループで
～に間に合って
その点では
その当時は
～の意見では
日差しを浴びて
～するために
ある意味では
･･･するのは～だ
･･･するのに～かかる
どうもご親切に。
暗くなってきた。
ちょうど～のよう
～し続ける
～へ出発する
～のことを知る、学ぶ
(会話)ええと。
～を聞く
～に住む
～の世話をする
～を見る
～をさがす
～のように見える
見上げる、調べる
～を見回す
外を見る、注意する
見おろす
今からずっと前に
間違える
スピーチをする
うまくいく
～してもいいですか。
いらっしゃいませ。
～以上
ますます～
～の大部分
～する必要がある
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（各２点）
How long is this line ?
この線はどのくらいの長さですか。
How do you like New Yoork ?
ニューヨークはどうですか。
How about you ?
あなた（の意見）はどうですか。
I don't know how to drive a car.
私は車の運転の仕方を知りません。
I think that he will come.
私は彼が来るだろうと思います。
I am afraid that he is sick.
私は彼が病気でないかと心配です。
I see your point.
きみの言いたい事はわかります。
I hope it will be fine tomorrow.
明日は天気がよいといいと思います。
I cleaned the room in a few hours.
私は 2,3 時間でその部屋を掃除した。
There are twelve months in a year.
１年は１２ヶ月あります。
In fact, I can't swim.
実は、私は泳げません。
I want to be a teacher in the future. 私は将来先生になりたい。
I stood in front of the mirror.
私は鏡の前に立った。
They went out in groups.
彼らは集団で出かけた。
Ken was in time for dinner.
健は夕食に間に合った。
I'll agree with you in that way.
その点では君に同意しましょう。
In those days I didn't know him.
当時、私は彼を知らなかった。
In my opinion, you are wrong.
私の考えでは、あなたは間違っている。
It's too hot in the Sun.
日なたは暑すぎる。
I studied in order to pass the exam.
私は試験に受かるため勉強した。
He is a genius in a way.
彼はある意味で天才だ。
It is difficult to read this book.
この本を読むのは難しい。
It takes a few minutes to get there.
そこに着くのに２，３分かかります。
It's kind of you to help me.
手伝ってくれてありがとう。
It's getting dark every minute.
どんどん暗くなってきた。
He likes dogs, just like you.
彼は犬が好きだ、ちょうど君のように。
It kept raining all day.
雨が一日中降り続いた。
He has already left for school.
彼は学校にもう出かけた。
Let's lean about America.
アメリカについて学びましょう。
How much is it ? Let me see.500yen. いくらですか。ええと。500 円です。
Listen to me.
私の言うことを聞きなさい。
John has lived in Kyoto for one year. ジョンは１年間京都に住んでいる。
She looked after the baby.
彼女はその赤ちゃんの世話をした。
Look at the blackboard.
黒板を見なさい。
I looked for him for an hour.
私は彼を１時間さがした。
It looks like rain.
雨が降りそうだ。
Look up the word in your dictionary. 辞書でその単語を調べなさい。
I looked around, but he wasn't there. 私は見回した、しかし彼はいなかった。
I looked out of the window.
私は窓から外を見た。
Look down this hole.
この穴をのぞいてごらん。
I visited Kyoto long ago.
私はずっと前に京都に行った。
I made a mistake in the test.
私はテストで一つ間違えた。
He made a speech in English.
彼は英語で演説した。
She will make it.
彼女はきっとうまくやるよ。
May I go to the movies ?
映画を見に行ってもいいですか。
May I help you ?
（店員）何をさし上げましょうか。
He has more than two dictionaries.
彼は２冊以上の辞書を持っている。
I like him more and more .
私はますます彼が好きになった。
Most of the boys can speak English. その少年達の大部分は英語が話せる。
You need to be more careful.
あなたはもっと注意が必要です。

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

⑤
next time
next to ~
not ~ at all
no one ~
not ～ any
not ~ any more
not only~ but also..
not ~ yet
not as ~ as ...
of course
on foot
on one's way home
on one's way to ~
on time
on one's own
one of ~
one day
out of ~
over there
part of ~
pick up ~
point to ~
pull out ~
put on ~
right now
run away
say to oneself
See you.
send ~ for ...
Shall we ~ ?
Shall I ~ ?
sit down
some day
some of them
so that ~ can ...
so ~ that ...
speak to ~
stay with ~
stay at ~
stand up
stop ~ ing
such as ~
suffer from ~
take care of ~
take a picture
take off ~
take out ~
talk to ~
talk with ~
talk about ~
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（各２点）
この次は
I will go Kyoto next time.
私は今度は京都に行くでしょう。
～のとなりに
He sat next to me.
彼は私のとなりにすわった。
少しも～ない
I can't speak English at all.
私は少しも英語が話せません。
だれも～ない
No one can do it in a day.
１日ではだれもそれはできません。
少しの～もない
I don't have any questions.
何も質問はありません。
もうこれ以上～ない
I can't walk any more.
私はもうこれ以上歩けない。
～だけでなく･･もまた Not only he but also I like English.
彼ばかりでなく私も英語が好きだ。
まだ～ない
He hasn't finished his homework yet. 彼はまだ宿題を終えていません。
･･･ほど～でない
I can't swim as fast as you.
私は君ほど速く泳げない。
もちろん
Of course I will go with you.
もちろん、あなたと一緒に行くよ。
歩いて、徒歩で
Do you go to school on foot ?
学校へ徒歩で通ってるんですか。
家に帰る途中
I saw him on my way home.
家に帰る途中、私は彼に会った。
～に行く途中で
On my way to school, I met her.
学校へ行く途中、私は彼女に会った。
時間どおりに
He came on time.
彼は時間どおりに来た。
独力で
He could do it on his own.
彼は独力でそれができた。
～のうちの一つ
This is one of them.
これはそれらの中の一つです。
ある日
One day I received a letter from him. ある日、彼から手紙を受け取った。
～から外へ
I ran out of the room.
私は部屋からかけ出した。
むこうに
Your dog is running over there.
むこうできみの犬が走っている。
～の一部分
It is part of our history.
それは私たちの歴史の一部分です。
～を拾い上げる
He picked up a coin.
彼はコインを拾い上げた。
～を指さす
He pointed to the door.
彼はドアの方を指差した。
～を引き出す、抜く
I had my bad tooth pulled out.
私は虫歯を抜いてもらった。
～を着る
He put on the jacket.
彼はそのジャケットを着た。
今すぐに
Do it right now.
今すぐにそれをしなさい。
逃げる
He saw me and ran away.
彼は私を見て逃げていった。
心の中で思う
He said to himself,"What shall I do?" 彼は心で思った「どうしよう。」
(会話）ではまた。
See you next Friday.
次の金曜日にまた合いましょう。
･･･を呼びに～をやる
Send for the doctor, please.
どうか医者を呼びにやって下さい。
～しませんか。
Shall we play some games ?
なにかゲームをしませんか。
～しましょうか。
Shall I open the door ?
ドアを開けましょうか。
腰をおろす
Let's sit down on that bench.
あのベンチに座ろう。
いつの日か
Some day you'll be a good doctor.
いつか君はいい医者になるだろう。
それらのいくつか
Some of them speak English.
彼らの何人かは英語を話します。
～が･･･できるように
Be quiet so that she can sleep.
彼女が眠れるように静かにしなさい。
とても～なので･･･
It is so cold that we can't go out.
とても寒いので外出できない。
～に話しかける
I was spoken to by a stranger.
私は見知らぬ人に話しかけられた。
～の家に泊まる
I will stay with my aunt tomorrow.
私は明日おばの家に泊まるだろう。
～に泊まる
I stayed at his house yesterday.
私は昨日彼の家に泊まった。
立つ
He stood up and answered it.
彼は立ち上がってそれに答えた。
～をやめる
Stop talking !
おしゃべりはやめなさい。
～のような
I like a book such as this.
私はこのような本が好きです。
～で苦しむ
Tom is suffering from headache.
トムは頭痛で悩んでいる。
～の世話をする
She took care of him.
彼女は彼の世話をした。
写真を撮る
I took a pictures in the park.
私は公園で写真を撮った。
～を取り去る,離陸する Take off your coat.
コートを脱ぎなさい。
～を取り出す,連れ出す He took out a pen from her pocket.
彼はペンをポケットから取り出した。
～に話かける
She began to talk to me.
彼女は私に話しかけ始めた。
～と話す
I talked with him for an hour.
私は１時間彼と話した。
～について話す
He talked about his hobby.
彼は彼の趣味について話した。

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）
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⑥
take a walk
散歩する
I often take a walk in the park.
take in ~
～を取り入れる
Forests take in CO2.
take ~ to...
～を･･･へ連れて行く
My father took us to the park.
take part in ~
～に参加する
They took part in the contest.
tell ~ to ...
～に･･･するよう言う
He told me to open the door.
think of ~
～を思いつく
I thought of a good idea.
think about ~
～について考える
I was thinking about the future.
thank ~ for ...
～に･･･を感謝する
Thank you for your help.
thanks to ~
～のおかげで
Thanks to you, I could do it.
That's too bad.
それはいけませんね。 I feel sick. That's too bad.
That's right.
そのとおりです。
We must help him. That's right.
the other day
先日
I bought this book the other day.
The number of ~
～の数
（単数扱い） The number of boys was three.
the next day
その翌日
They left Tokyo the next day.
They say ~
～だそうです。
They say he is going abroad.
thousands of ~
何千もの
There are thousands of stars in the sky.
this time
今度は
I will go this time.
This way
この方法で
Do it this way.
throw away ~
～を投げ捨てる
Don't throw away an empty can.
too ~ to ...
･･･するには～すぎる
This book is too difficult to read.
try to ~
～しようと努める
He tried to understand that.
turn down ~
音を下げる
She turned down the radio.
turn off ~
(明かりなど)～を消す She turned off the radio.
turn on ~
～をつける
Turn on the light.
wake up
目が覚める
I woke up at seven.
wait for ~
～を待つ
He was waiting for his father.
walk around
あちこち歩き回る
He walked around.
want ~ to ...
～に･･･してもらいたい I want you to come with me.
What to ~
何を～したらよいか
I don't know what to say.
What's up ?
どうしたの。
What's up ? Nothing.
What about ~ ?
～はどうですか。
What about a walk with me ?
What kind of ~
どんな種類の～？
What kind of car do you have ?
What's wrong ?
どこか悪いのですか。 What's wrong with him ?
What do you mean? どういう意味ですか。 What do you mean by that ?
Why don't you ~ ? ～しませんか。
Why don't you come to my home ?
Why don't we ~ ? いっしょに～しよう。 Why don't we go to shopping ?
Why not ?
もちろんだよ。
Let's play tennis. Why not ?
Will you ~ ?
～してくれませんか。 Will you help me ?
with a smile
ほほえみながら
She came in with a smile.
without ~ ing
～しないで
He went out without eating breakfast.
worry about ~
～を心配する
Don't worry about my health.
would like to ~
～したいと思う
I'd like to go swimming.
Would you like to~? ～しませんか。
Would you like to go shopping ?
Would you like ~ ? ～はいかがですか。
Would you like another cup of tea ?
would like ~
～をいただきたい
I'd like a cup of coffee.
write to ~
～に手紙を書く
Please write to me.
~ years old
～歳
I am fifteen years old.
You are welcome. どういたしまして。
"Thank you" "You are welcome."
You know.
ねえ。あのう。
You know, I can't go today.
You see.
いいですか。
You see, I was not twenty then.
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（各２点）

私は公園をよく散歩する。
森林は二酸化炭素を吸収する。
父は私達を公園に連れて行った。
彼らはコンテストに参加した。
彼は戸を開けるように私に言った。
私はよい考えを思いついた。
私は将来について考えていた。
助けていただいて感謝します。
君のおかげで、私はそれができた。
私は気分が悪い。それはお気の毒です。
彼を助けねばならない。その通りだ。
私は先日この本を買った。
少年の数は３人だった。
彼らは翌日東京をたった。
彼は外国へ行くそうです。
空には何千もの星がある。
今度は私が行きます。
こういうふうにやりなさい。
空き缶を投げ捨ててはいけません。
この本は読むには難しすぎる。
彼はそれを理解しようと努めた。
彼女はラジオの音を小さくした。
彼女はラジオを消した。
明かりをつけなさい。
私は７時に目が覚めた。
彼は彼の父親を待っていた。
彼はあちこち歩き回った。
私と一緒にあなたに来てもらいたい。
何を言ったらよいか私はわからない。
何があったのですか。いいえなにも。
一緒に散歩するのはどうですか。
あなたの車はどんな種類ですか。
彼はどこか具合が悪いのですか。
それはどういう意味ですか。
私の家に来ませんか。
いっしょに買い物に行きましょう。
テニスをやろう。いいとも。
私を手伝ってくれませんか。
彼女はほほえみながら入ってきた。
彼は朝食を食べずに出かけた。
私の健康の事は心配するな。
私は泳ぎに行きたいです。
買い物に行きませんか。
お茶をもう一杯いかがですか。
コーヒーを一杯いただきたいです。
どうぞ私に手紙を書いて下さい。
私は１５歳です。
「ありがとう。」「どういたしまして。」
あのう。今日は私は行けないんです。
えっと、当時私は 20 歳でなかった。

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

①
a cup(glass) of ~
a few ~
a little ~
a lot
a lot of ~
a pair of ~
a part of ~
a piece of ~
a kind of ~
after all
after a while
after school
again and again
agree with ~
all day
all night
all over ~
all right
all the time
and so on
around the world
arrive at ~
as ~ as...
as ~ as one can
as ~as possible
as soon as ~
as usual
~ as well as ...
ask ~ for ...
ask ~ to...
at first
at home
at last
at once
at that time
at the age of ~
at the end of ~
at the same time
away from ~
be able to ~
be afraid of ~
Be careful ~
be different from ~
be from ~
be famous for ~
be full of ~
be going to ~
be glad to ~
be good at ~
be in trouble

公立高校受験「英熟語＋連語表現３００」和訳テスト
I want a cup of milk.
He has a few book.
I have a little money.
I know a lot about flowers.
I have a lot of things to do.
My father gave me a pair of shoes.
A part of the class is singing.
Give me a piece of cake.
Sumo is a kind of wrestling.
He did not come after all.
They came back after a while.
Let's play tennis after school.
I went there again and again.
I agree with you.
I was sick in bed all day yesterday.
We talked all night.
He is known all over the world.
Are you all right today ?
He was at home all the time.
I like cakes, cookies and so on.
I traveled around the world.
He arrived at the station at eight.
He is as tall as I.
Come as soon as you can.
He ran as fast as possible.
As soon as he went out, she cried.
He came late as usual.
He likes baseball as well as tennis.
He asked Mary for a help.
He asked me to wait.
At first I didn't like him.
Were you at home last night ?
At last she passed the test.
Come here at once.
I was reading a book at that time.
He went abroad at the age of twenty.
The shop is at the end of this street.
Let's start at the same time.
They stayed away from the place.
She is able to swim very fast.
He is afraid of the dog.
Be careful with the dog.
My answer is different from yours.
Kevin is from America.
Shizuoka is famous for its tea.
Her eyes were full of tears.
I am going to be a teacher.
I'm glad to meet you.
She is good at playing the piano.
I am in trouble now.
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さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

②
be interested in ~
be kind to ~
be known to ~
be late for ~
be made of ~
be made from ~
be made up of ~
be ready to ~
be sorry that ~
be sure that ~
be surprised at ~
be sick in bed
be worried about ~
because of ~
before noon
before long
between ~ and ...
~ better than ...
both ~ and ...
by oneself
by the way
call at ~
call on ~
come and see me
come back
come from ~
come home
come in ~
come on
come out
come true
come up to ~
cut down ~
different ~ from ...
do one's best
do the dishes
don't have to ~
each other
either ~ or ...
enjoy ~ ing
~ enough to ...
even if ~
every day
far away
far from ~
feel sick
find out ~
fill up
for a long time
for the first time

公立高校受験「英熟語＋連語表現３００」和訳テスト
I 'm interested in music.
She was kind to me yesterday.
His name is known to everyone.
I was late for the class.
This desk is made of wood.
Cheese is made from milk.
The team is made up of 20 members.
I'm ready to go.
I'm sorry that they lost the game.
I am sure that he will come.
I was surprised at the news.
My brother is sick in bed.
He is worried about his daughter.
I did not go because of the rain.
Ken had lunch before noon.
He will be back before long.
I sat between Ken and Bob.
She play the piano better than he.
Both he and she are healthy.
He went there by himself.
By the way, I saw him yesterday.
I called at his house yesterday.
I called on him yesterday.
My friend came and see me.
He will come back soon.
He comes from England.
When will you come home ?
May I come in ? Yes, please.
"Come on. Let's go."
The sun came out.
Your dream will come true.
A policeman came up to him..
I cut down the tree.
My opinion is different from yours.
I'll do my best.
He did the dishes for her.
You don't have to go there.
They helped each other.
Either you or I must go.
Tom enjoys playing baseball.
He is old enough to drive a car.
He will come even if it rains.
I study English every day.
He live far away.
Is that park far from here ?
I feel sick.
I found out the secret.
The room filled up with people.
I haven't seen him for a long time.
I went there for the first time.
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さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

③
for a while
for oneself
for example
for a minute
from ~ to ...
from now on
full of ~
get up
get out ~
get to ~
get on ~
get angry
get home
get well
get out of ~
get into ~
get in ~
get back
get off ~
get dark
give up ~
go for a walk
go on
go out
go back to ~
go to bed
go away
go up
go to sleep
go into ~
go ~ing
grow up
have been to ~
have to ~
have a good time
have a problem
have a cold
Have you ever ~ ?
had better ~
had to ~
hear of ~
hear from ~
Here is (are)~
Here you are.
How often ~ ?
How far ~ ?
How much ~ ?
How about ~ ?
How many ~ ?
How many times~?
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I waited him for a while.
He finished the work for himself.
I like flowers, for example like that.
The rain stopped for a minute.
I studied from seven to ten.
I will study harder from now on.
The park is full of people.
I got up at six.
Get out !
When did you get to Tokyo ?
I got on the train.
She got angry with me.
My father got home late at night.
My mother will get well soon.
Get out of here at once.
I got into the car.
May I get in your car ?
I got back from school at five.
Let's get off the bus here.
It's getting dark.
Don't give up! Try it again.
Let's go for a walk.
I went on a trip to China.
He didn't go out yesterday.
She went back to her room.
I usually go to bed at nine.
The dog went away.
The rocket went up.
The boy went to sleep.
They went into the elevator.
I want to go shopping.
I grew up in Japan.
Have you ever been to Hokkaido ?
He has to go now.
We had a good time at the dinner
I have a problem to solve.
I have a bad cold.
Have you ever seen this ?
You had better hurry.
He had to work every day.
I have never heard of the story.
I heard from him last month.
Here are two eggs.
"Please pass me it" "Here you are."
How often do you go there in a week ?
How far did you swim ?
How much is this book ?
How about a cup of tea ?
How many books do you have ?
How many times have you gone there ?
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④
How long ~ ?
How do yo like~ ?
How about you ?
how to ~
I think that ~
I am afraid that ~
I see
I hope ~
in a few hours
in a year
in fact
in the future
in front of ~
in groups
in time for ~
in that way
in those days
in one's opinion ~
in the sun
in order to ~
in a way
It is ~ to...
It takes ~ to ...
It's kind of you.
It's getting dark.
just like ~
keep (on) ~ ing
leave for ~
learn about ~
Let me see.
listen to ~
live in ~
look after ~
look at ~
look for ~
look like ~
look up
look around ~
look out
look down
long ago
make a mistake
make a speech
make it
May I ~ ?
May I help you ?
more than ~
more and more ~
most of ~
need to ~

公立高校受験「英熟語＋連語表現３００」和訳テスト
How long is this line ?
How do you like New Yoork ?
How about you ?
I don't know how to drive a car.
I think that he will come.
I am afraid that he is sick.
I see your point.
I hope it will be fine tomorrow.
I cleaned the room in a few hours.
There are twelve months in a year.
In fact, I can't swim.
I want to be a teacher in the future.
I stood in front of the mirror.
They went out in groups.
Ken was in time for dinner.
I'll agree with you in that way.
In those days I didn't know him.
In my opinion, you are wrong.
It's too hot in the Sun.
I studied in order to pass the exam.
He is a genius in a way.
It is difficult to read this book.
It takes a few minutes to get there.
It's kind of you to help me.
It's getting dark every minute.
He likes dogs, just like you.
It kept raining all day.
He has already left for school.
Let's lean about America.
How much is it ? Let me see.500yen.
Listen to me.
John has lived in Kyoto for one year.
She looked after the baby.
Look at the blackboard.
I looked for him for an hour.
It looks like rain.
Look up the word in your dictionary.
I looked around, but he wasn't there.
I looked out of the window.
Look down this hole.
I visited Kyoto long ago.
I made a mistake in the test.
He made a speech in English.
She will make it.
May I go to the movies ?
May I help you ?
He has more than two dictionaries.
I like him more and more .
Most of the boys can speak English.
You need to be more careful.
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⑤
next time
next to ~
not ~ at all
no one ~
not ～ any
not ~ any more
not only~ but also..
not ~ yet
not as ~ as ...
of course
on foot
on one's way home
on one's way to ~
on time
on one's own
one of ~
one day
out of ~
over there
part of ~
pick up ~
point to ~
pull out ~
put on ~
right now
run away
say to oneself
See you.
send ~ for ...
Shall we ~ ?
Shall I ~ ?
sit down
some day
some of them
so that ~ can ...
so ~ that ...
speak to ~
stay with ~
stay at ~
stand up
stop ~ ing
such as ~
suffer from ~
take care of ~
take a picture
take off ~
take out ~
talk to ~
talk with ~
talk about ~

公立高校受験「英熟語＋連語表現３００」和訳テスト
I will go Kyoto next time.
He sat next to me.
I can't speak English at all.
No one can do it in a day.
I don't have any questions.
I can't walk any more.
Not only he but also I like English.
He hasn't finished his homework yet.
I can't swim as fast as you.
Of course I will go with you.
Do you go to school on foot ?
I saw him on my way home.
On my way to school, I met her.
He came on time.
He could do it on his own.
This is one of them.
One day I received a letter from him.
I ran out of the room.
Your dog is running over there.
It is part of our history.
He picked up a coin.
He pointed to the door.
I had my bad tooth pulled out.
He put on the jacket.
Do it right now.
He saw me and ran away.
He said to himself,"What shall I do?"
See you next Friday.
Send for the doctor, please.
Shall we play some games ?
Shall I open the door ?
Let's sit down on that bench.
Some day you'll be a good doctor.
Some of them speak English.
Be quiet so that she can sleep.
It is so cold that we can't go out.
I was spoken to by a stranger.
I will stay with my aunt tomorrow.
I stayed at his house yesterday.
He stood up and answered it.
Stop talking !
I like a book such as this.
Tom is suffering from headache.
She took care of him.
I took a pictures in the park.
Take off your coat.
He took out a pen from her pocket.
She began to talk to me.
I talked with him for an hour.
He talked about his hobby.

/ 100

（各２点）

さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

⑥
take a walk
take in ~
take ~ to...
take part in ~
tell ~ to ...
think of ~
think about ~
thank ~ for ...
thanks to ~
That's too bad.
That's right.
the other day
The number of ~
the next day
They say ~
thousands of ~
this time
This way
throw away ~
too ~ to ...
try to ~
turn down ~
turn off ~
turn on ~
wake up
wait for ~
walk around
want ~ to ...
What to ~
What's up ?
What about ~ ?
What kind of ~
What's wrong ?
What do you mean?
Why don't you ~ ?
Why don't we ~ ?
Why not ?
Will you ~ ?
with a smile
without ~ ing
worry about ~
would like to ~
Would you like to~?
Would you like ~ ?
would like ~
write to ~
~ years old
You are welcome.
You know.
You see.
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I often take a walk in the park.
Forests take in CO2.
My father took us to the park.
They took part in the contest.
He told me to open the door.
I thought of a good idea.
I was thinking about the future.
Thank you for your help.
Thanks to you, I could do it.
I feel sick. That's too bad.
We must help him. That's right.
I bought this book the other day.
The number of boys was three.
They left Tokyo the next day.
They say he is going abroad.
There are thousands of stars in the sky.
I will go this time.
Do it this way.
Don't throw away an empty can.
This book is too difficult to read.
He tried to understand that.
She turned down the radio.
She turned off the radio.
Turn on the light.
I woke up at seven.
He was waiting for his father.
He walked around.
I want you to come with me.
I don't know what to say.
What's up ? Nothing.
What about a walk with me ?
What kind of car do you have ?
What's wrong with him ?
What do you mean by that ?
Why don't you come to my home ?
Why don't we go to shopping ?
Let's play tennis. Why not ?
Will you help me ?
She came in with a smile.
He went out without eating breakfast.
Don't worry about my health.
I'd like to go swimming.
Would you like to go shopping ?
Would you like another cup of tea ?
I'd like a cup of coffee.
Please write to me.
I am fifteen years old.
"Thank you" "You are welcome."
You know, I can't go today.
You see, I was not twenty then.
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さくらの個別指導 （さくら教育研究所）

①

公立高校受験「英熟語＋連語表現３００」英訳テスト
コップ一杯の～
少しの～
少しの～
たくさん
たくさんの～
一対の～
一部
１片の～
～のような、～の一種
結局
しばらくして
放課後
何度も
～に同意する
一日中
一晩中
～中で
よろしい、元気な
その間ずっと
～など
世界中の
～に着く
･･･と同じぐらい～
できるだけ～
できるだけ～
～するとすぐに
いつものとおり
･･･と同様に～も
～に･･･を求める
～に･･･するように頼む
最初は
家で
ついに
すぐに
そのとき
～歳のときに
～の終わりに
同時に
～から離れて
～することができる
～をこわがる
気をつけなさい。
～と違う
～出身だ
～で有名である
～でいっぱいである
～するつもりである
～してうれしい
～が上手である
困っている
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（各２点）
私は一杯のミルクがほしい。
彼は数冊の本を持っています。
私は少しのお金を持っています。
私は花についてたくさん知っています。
私はすることがたくさんあります。
父が私に一対のくつをくれた。
クラスの一部が歌っています。
一切れのケーキをください。
相撲はレスリングのようなものです。
彼は結局来なかった。
彼らはしばらくして帰ってきた。
放課後テニスをしよう。
私は何度もそこへ行った。
私はあなたと同意見です。
私は病気で昨日は一日中寝ていた。
私たちは一晩中話した。
彼は世界中で知られている。
今日は身体の具合はいいですか。
彼はその間ずっと家にいた。
私はケーキ、クッキーなどが好きです。
私は世界中を旅行した。
彼は８時に駅に着いた。
彼は私と同じくらいの背の高さだ。
できるだけ早く来なさい。
彼はできるだけ速く走った。
彼が出て行くとすぐに、彼女は泣いた。
彼はいつものとおり遅れて来た。
彼はテニスと同様に野球も好きです。
彼はメアリーに助けを求めた。
彼は私に待つように頼んだ。
最初私は彼を好きでなかった。
あなたは昨夜家にいましたか。
ついに彼女はその試験に合格した。
すぐにここに来なさい。
私はその時本を読んでいた。
彼女は２０歳のときに外国へ行った。
その店はこの通りの終わりにある。
さあ、同時にはじめよう。
彼らはその場所に近づかなかった。
彼女はとても速く泳ぐことができる。
彼はその犬をこわがっている。
その犬に気をつけなさい。
私の答はあなたのと違う。
ケビンはアメリカ出身です。
静岡はお茶で有名です。
彼女の目は涙でいっぱいだった。
私は先生になるつもりです。
お会いできてうれしいです。
彼女はピアノを弾くのが上手だ。
私は今困っている。
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～に興味がある
～に親切である
～で知られている
～に遅れる
～でできている
～から作られる
～で成り立っている
～の準備ができている
～を気の毒に思う
～を確信する
～に驚く
病気で寝ている
～を心配する
～のために
正午前
まもなく
～と･･･の間に
･･･よりよく～
～も･･･も両方とも
独力で
ところで
（家を）訪問する
（人を）訪問する
会いに来る
もどる
～の出身である
帰宅する
～に入ってくる
やってくる、さあ
出てくる
実現する
～に近づく
～を切り倒す
･･･と違う～
最善をつくす
食器を洗う
～する必要はない
お互いに
～か･･･かどちらか
～することを楽しむ
･･･するのに十分～
たとえ～であっても
毎日
遠くに
～から遠い
気分が悪い
～を発見する
いっぱいになる
長い間
はじめて
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（各２点）
私は音楽に興味があります。
昨日、彼女は私に親切だった。
彼の名前はみんなに知られている。
私は授業に遅れた。
この机は木でできている。
チーズは牛乳から作られる。
そのチームは 20 人で成り立っている。
私は行く用意ができている。
彼らが試合に負けたことは気の毒だ。
彼が来ると私は確信している。
私はその知らせに驚いた。
兄（弟）は病気で寝ています。
彼は娘のことを心配している。
私は雨のために行かなかった。
健は正午前に昼食をとった。
彼はまもなく戻るだろう。
私はケンとボブの間に座った。
彼女は彼より上手にピアノを弾く。
彼も彼女も共に健康です。
彼は独力でそこへ行った。
ところで、昨日彼を見たよ。
私は昨日、彼の家を訪問した。
私は昨日、彼を訪問した。
私の友だちが、私に会いに来た。
彼はすぐに戻ってくるでしょう。
彼はイギリスの出身である。
いつ帰宅しますか。
入ってもいいですか。はい、どうぞ。
「さあ。いこう。」
太陽が出てきた。
君の夢は実現するでしょう。
一人の警察官が彼に近づいてきた。
私はその木を切り倒した。
私の意見はあなたのと違う。
私は最善をつくします。
彼は彼女のために食器を洗った。
あなたはそこへ行く必要はない。
彼らはお互い助け合った。
君か私かどちらかが行く必要がある。
トムは野球を楽しんでいる。
彼は車を運転するには十分な年齢だ。
たとえ雨が降っても彼は来るだろう。
私は毎日英語を勉強する。
彼は遠くに住んでいる。
その公園はここから遠いですか。
私は気分が悪い。
私はその秘密を発見した。
部屋は人でいっぱいになった。
私は彼に長い間会っていない。
私はそこにはじめて行った。
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しばらくの間
独力で
たとえば
少しの間
～から･･･まで
今後
～でいっぱい
起きる
外に出る
～に着く
～に乗る
怒る
帰宅する
（体調が）よくなる
～から外に出る
～の中に入る
～に入る 、乗る
もどる
降りる
暗くなる
～をあきらめる
散歩に出かける
進む、行く、続く
外に出る
～へ帰る
寝る
立ち去る
登る、上がる
眠る
～の中に入る
～をしに行く
成長する
～へ行ったことがある
～しなければならない
楽しく過ごす
困ったことがある
カゼをひいている
今までに～した事がありますか。
～したほうがよい
～しなければならなかった
～のことを聞く
～から便りがある
ここに～がある
はい、どうぞ。
何回～？
どのくらいの距離～？
いくらですか。
～はどうですか。
どれくらい多くの～？
何回～？

/ 100

（各２点）
私はしばらくの間彼を待った。
彼は独力でその仕事を終えた。
私は花が好きです、例えばあのような。
雨が少しの間やんだ。
私は７時から１０時まで勉強した。
私は今後もっと熱心に勉強します。
公園は人でいっぱいです。
私は６時に起きた。
外に出なさい。
いつ東京に着きましたか。
私はその列車に乗った。
彼女は私に怒った。
父は夜遅く帰宅した。
母はすぐによくなるでしょう。
ここからすぐに出て行け。
私はその車に乗り込んだ。
あなたの車に乗ってもいいですか。
私は学校から５時に帰った。
ここでバスを降りましょう。
暗くなってきた。
あきらめるな。もう一度やってみろ。
散歩に行こう。
私は中国へ旅行に行った。
彼は昨日外出しなかった。
彼女は自分の部屋にもどった。
私はたいてい９時に寝る。
その犬は逃げ去った。
ロケットは上がっていった。
その少年は眠った。
彼らはエレベーターに乗り込んだ。
私は買い物に行きたい。
私は日本で育ちました。
北海道へ行ったことがありますか。
彼は今いかなければなりません。
私たちはその夕食を楽しんだ。
私には解決すべき問題がある。
私はひどいカゼをひいている。
今までにこれを見た事がありますか。
あなたは急いだ方がよい。
彼は毎日働かなければならなかった。
私はその話を聞いたことがない。
彼から先月便りがあった。
ここに２個の卵があります。
「それとって下さい。」
「はい、どうぞ。」
週に何回ぐらいそこへ行くのですか。
あなたはどのくらい泳ぎましたか。
この本はいくらですか。
紅茶を一杯いかがですか。
あなたは本を何冊持っていますか。
何回そこに行ったことがありますか。
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どれくらい長く～？
～はいかがですか。
あなたはどうですか。
～のしかた
私は～と思う
～かと心配する
（会話）わかります
～を望む
２，３時間で
一年で
実際は
将来
～の前に
集団で、グループで
～に間に合って
その点では
その当時は
～の意見では
日差しを浴びて
～するために
ある意味では
･･･するのは～だ
･･･するのに～かかる
どうもご親切に。
暗くなってきた。
ちょうど～のよう
～し続ける
～へ出発する
～のことを知る、学ぶ
(会話)ええと。
～を聞く
～に住む
～の世話をする
～を見る
～をさがす
～のように見える
見上げる、調べる
～を見回す
外を見る、注意する
見おろす
今からずっと前に
間違える
スピーチをする
うまくいく
～してもいいですか。
いらっしゃいませ。
～以上
ますます～
～の大部分
～する必要がある

/ 100

（各２点）
この線はどのくらいの長さですか。
ニューヨークはどうですか。
あなた（の意見）はどうですか。
私は車の運転の仕方を知りません。
私は彼が来るだろうと思います。
私は彼が病気でないかと心配です。
きみの言いたい事はわかります。
明日は天気がよいといいと思います。
私は 2,3 時間でその部屋を掃除した。
１年は１２ヶ月あります。
実は、私は泳げません。
私は将来先生になりたい。
私は鏡の前に立った。
彼らは集団で出かけた。
健は夕食に間に合った。
その点では君に同意しましょう。
当時、私は彼を知らなかった。
私の考えでは、あなたは間違っている。
日なたは暑すぎる。
私は試験に受かるため勉強した。
彼はある意味で天才だ。
この本を読むのは難しい。
そこに着くのに２，３分かかります。
手伝ってくれてありがとう。
どんどん暗くなってきた。
彼は犬が好きだ、ちょうど君のように。
雨が一日中降り続いた。
彼は学校にもう出かけた。
アメリカについて学びましょう。
いくらですか。ええと。500 円です。
私の言うことを聞きなさい。
ジョンは１年間京都に住んでいる。
彼女はその赤ちゃんの世話をした。
黒板を見なさい。
私は彼を１時間さがした。
雨が降りそうだ。
辞書でその単語を調べなさい。
私は見回した、しかし彼はいなかった。
私は窓から外を見た。
この穴をのぞいてごらん。
私はずっと前に京都に行った。
私はテストで一つ間違えた。
彼は英語で演説した。
彼女はきっとうまくやるよ。
映画を見に行ってもいいですか。
（店員）何をさし上げましょうか。
彼は２冊以上の辞書を持っている。
私はますます彼が好きになった。
その少年達の大部分は英語が話せる。
あなたはもっと注意が必要です。
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この次は
～のとなりに
少しも～ない
だれも～ない
少しの～もない
もうこれ以上～ない
～だけでなく･･もまた
まだ～ない
･･･ほど～でない
もちろん
歩いて、徒歩で
家に帰る途中
～に行く途中で
時間どおりに
独力で
～のうちの一つ
ある日
～から外へ
むこうに
～の一部分
～を拾い上げる
～を指さす
～を引き出す、抜く
～を着る
今すぐに
逃げる
心の中で思う
(会話）ではまた。
･･･を呼びに～をやる
～しませんか。
～しましょうか。
腰をおろす
いつの日か
それらのいくつか
～が･･･できるように
とても～なので･･･
～に話しかける
～の家に泊まる
～に泊まる
立つ
～をやめる
～のような
～で苦しむ
～の世話をする
写真を撮る
～を取り去る,離陸する
～を取り出す,連れ出す
～に話かける
～と話す
～について話す
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（各２点）
私は今度は京都に行くでしょう。
彼は私のとなりにすわった。
私は少しも英語が話せません。
１日ではだれもそれはできません。
何も質問はありません。
私はもうこれ以上歩けない。
彼ばかりでなく私も英語が好きだ。
彼はまだ宿題を終えていません。
私は君ほど速く泳げない。
もちろん、あなたと一緒に行くよ。
学校へ徒歩で通ってるんですか。
家に帰る途中、私は彼に会った。
学校へ行く途中、私は彼女に会った。
彼は時間どおりに来た。
彼は独力でそれができた。
これはそれらの中の一つです。
ある日、彼から手紙を受け取った。
私は部屋からかけ出した。
むこうできみの犬が走っている。
それは私たちの歴史の一部分です。
彼はコインを拾い上げた。
彼はドアの方を指差した。
私は虫歯を抜いてもらった。
彼はそのジャケットを着た。
今すぐにそれをしなさい。
彼は私を見て逃げていった。
彼は心で思った「どうしよう。」
次の金曜日にまた合いましょう。
どうか医者を呼びにやって下さい。
なにかゲームをしませんか。
ドアを開けましょうか。
あのベンチに座ろう。
いつか君はいい医者になるだろう。
彼らの何人かは英語を話します。
彼女が眠れるように静かにしなさい。
とても寒いので外出できない。
私は見知らぬ人に話しかけられた。
私は明日おばの家に泊まるだろう。
私は昨日彼の家に泊まった。
彼は立ち上がってそれに答えた。
おしゃべりはやめなさい。
私はこのような本が好きです。
トムは頭痛で悩んでいる。
彼女は彼の世話をした。
私は公園で写真を撮った。
コートを脱ぎなさい。
彼はペンをポケットから取り出した。
彼女は私に話しかけ始めた。
私は１時間彼と話した。
彼は彼の趣味について話した。
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散歩する
～を取り入れる
～を･･･へ連れて行く
～に参加する
～に･･･するよう言う
～を思いつく
～について考える
～に･･･を感謝する
～のおかげで
それはいけませんね。
そのとおりです。
先日
～の数
（単数扱い）
その翌日
～だそうです。
何千もの
今度は
この方法で
～を投げ捨てる
･･･するには～すぎる
～しようと努める
音を下げる
(明かりなど)～を消す
～をつける
目が覚める
～を待つ
あちこち歩き回る
～に･･･してもらいたい
何を～したらよいか
どうしたの。
～はどうですか。
どんな種類の～？
どこか悪いのですか。
どういう意味ですか。
～しませんか。
いっしょに～しよう。
もちろんだよ。
～してくれませんか。
ほほえみながら
～しないで
～を心配する
～したいと思う
～しませんか。
～はいかがですか。
～をいただきたい
～に手紙を書く
～歳
どういたしまして。
ねえ。あのう。
いいですか。
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（各２点）

私は公園をよく散歩する。
森林は二酸化炭素を吸収する。
父は私達を公園に連れて行った。
彼らはコンテストに参加した。
彼は戸を開けるように私に言った。
私はよい考えを思いついた。
私は将来について考えていた。
助けていただいて感謝します。
君のおかげで、私はそれができた。
私は気分が悪い。それはお気の毒です。
彼を助けねばならない。その通りだ。
私は先日この本を買った。
少年の数は３人だった。
彼らは翌日東京をたった。
彼は外国へ行くそうです。
空には何千もの星がある。
今度は私が行きます。
こういうふうにやりなさい。
空き缶を投げ捨ててはいけません。
この本は読むには難しすぎる。
彼はそれを理解しようと努めた。
彼女はラジオの音を小さくした。
彼女はラジオを消した。
明かりをつけなさい。
私は７時に目が覚めた。
彼は彼の父親を待っていた。
彼はあちこち歩き回った。
私と一緒にあなたに来てもらいたい。
何を言ったらよいか私はわからない。
何があったのですか。いいえなにも。
一緒に散歩するのはどうですか。
あなたの車はどんな種類ですか。
彼はどこか具合が悪いのですか。
それはどういう意味ですか。
私の家に来ませんか。
いっしょに買い物に行きましょう。
テニスをやろう。いいとも。
私を手伝ってくれませんか。
彼女はほほえみながら入ってきた。
彼は朝食を食べずに出かけた。
私の健康の事は心配するな。
私は泳ぎに行きたいです。
買い物に行きませんか。
お茶をもう一杯いかがですか。
コーヒーを一杯いただきたいです。
どうぞ私に手紙を書いて下さい。
私は１５歳です。
「ありがとう。」「どういたしまして。」
あのう。今日は私は行けないんです。
えっと、当時私は 20 歳でなかった。

