
1DAY

1  （1） getup, giddy　（2） GIF, gingerbread

2   cockatoo, cocker spaniel, coconut

3  （1） Tennessee　（2） Alaska　（3） New York

4  （1） A→J→K→L→M→X

 （2） B→D→F→R→S→U　
 （3） c→e→m→n→ t→y　
 （4） g→h→o→p→ r→v　
 （5） e→ i→ l→q→u→z

5  （1） ask→do→may→sing→ tell

 （2） get→hot→ idea→man→west

 （3） arm→ fan→ fire→July→ land

 （4） ball→black→hair→uncle→zoo

 （5） check→eight→enter→equal→social

6  （1） p. 683，庭　（2） p. 954，手紙　（3） p. 1434，道路
 （4） p. 1461，安全　（5） p. 1794，宝物

2DAY

1  （1） ・ 　（2） ・ ・ 　（3） ・ ・
 （4） ・ ・ 　（5） ・ ・ ・
2  （1） （a） 1 表現する　 1 急行の　

   1 急行列車［バス］
  （b） （i） 　（ii） 　（iii）
 （2） （a） 1 むだに使う，浪費する
   1 むだ　 2 廃物　 1 廃物の
  （b） （i） 　（ii） 　（iii）
3  （1） explosion ［ ɪk   -sploU-ʒ(ə)n ］ 

 （2） export ［ ɪk   -spɔːrt ］ 　［ ek   -spɔːrt ］ 
 （3） expose ［ ɪk   -spoUz ］ 
 （4） express ［ ɪk   -spres ］ 
 （5） expression ［ ɪk   -spre-ʃ(ə)n ］ 
4  （1） indicate ［ ɪn   -dɪ-keɪt ］ 

 （2） indication ［ ɪn   -dɪ-keɪ-ʃ(ə)n ］ 
 （3） indirect ［ ɪn   -də-rekt ］ 
 （4） indirectly ［ ɪn   -də-rekt-li ］ 
 （5） indispensable ［ ɪn   -dɪ-spen-sə-b(ə)l ］ 

3DAY

1  （1） car，車 （2） chair，いす　（3） fox，キツネ
 （4） leaf，葉 （5） wolf，オオカミ
2  （1） ，本 （2） ，犬　（3） ，音楽　

 （4） ，問題 （5） ，水　
3  （1） fast，速い　（2） long，長い　（3） strong，（力が）強い

 （4） soft，柔らかい （5） old，年を取った　
 （6） great，大きい （7） young，若い　（8） big，大きい
 （9） safe，安全な （10） early，早い
4  （1） late　（2） late　（3） good, well　（4） old　（5） far

 （6） bad, badly, ill　（7） little　（8） many, much

4DAY

1  （1） talk，話す （2） cook，料理する
 （3） save，救う （4） arrive，着く　
 （5） cry，泣く （6） try，試みる
2  （1） began, begun （2） caught, caught　

 （3） ate, eaten （4） felt, felt　（5） went, gone　
 （6） knew, known （7） put, put　（8） saw, seen　
 （9） took, taken （10） wrote, written

3  （1） ・ 　（2） ・ 　
 （3） ・ 　（4） 　
 （5） ・ 　（6） 
4  （1） 　（2） 　（3） 　（4） 　

 （5） 　（6） 　（7） 　（8） 

5DAY

1  （1） 1 暗号，符号　 2 規則
 （2） 1 取っておく　 2 予約する　
  1 蓄え
 （3） 1 影響　 2 勢力　
  1 影響を及ぼす
 （4） 1 正しい　 2 適切な　
  1 訂正する
 （5） 1 案内する　 2 指導する　
  1 案内人
2  （1） 3，預金口座　（2） 4，肯定的な　（3） 3，無料の

 （4） 5，残す，置いていく　（5） 1，割合
3  （1） （a） 動詞，音楽・楽器 （b） 動詞，スポーツ・試合

  （c） 動詞，役割 （d） 名詞，演劇
 （2） （a） 形容詞，満足 （b） 形容詞，能力・適性
  （c） 形容詞，道徳的 （d） 名詞，有益
4  （1） （a） of　（b） between

 （2） （a） at　（b） with

6DAY

1  （1） ②　（2） ②　（3） ①　（4） ③　（5） ②
2  （1） draw　（2） follow　（3） make　

 （4） back　（5） make

3  （1） 自分の気持ちを言葉にする
 （2） 学生時代を思い出す
 （3） 危険すぎるように思われる
 （4） 後でここに来るよう
 （5） その船が海岸沿いを航行するのをじっと見ていた
4  （1） Prepare to go to school.

 （2） We were surprised at ［by］ the result.

 （3） They blamed the failure on me.  

または They blamed me for the failure.

 （4） You can rely on us to help you.

 （5） It is not safe to stay here alone. 

解　答
※［　 ］は言い換え表現です。
　［　 ］の語か［　 ］の直前の語を解答していれば正解です。
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7DAY

1  （1） 気絶する　（2） 取れた　（3） 慣れている　
 （4） かぜをひいていたにもかかわらず　（5） 暗記した
2  （1） 形容詞，出発する用意をしなさい

 （2） 動詞，よい解決策を考え出してくれること
 （3） 動詞，分からない
 （4） 副詞，２人の息子と共に
 （5） 名詞，ボランティア活動に参加した
3  （1） have ［take］   （2） cross　（3） big　

 （4） turn　（5） quarter

4  （1） 彼の腕をつかんだ
 （2） 歌手になることを夢見ている　
 （3） 深刻な問題を抱えていた　
 （4） 祖母の名にちなんで娘をアンと名づけた　
 （5） 私にご一報ください
5  （1） 施行される　（2） 角を曲がってすぐの所だ　

 （3） 立ち去った　（4） 偶然旧友に会った　
 （5） 海辺の小さな町で育った
6  （1） 動詞，彼女の援助を当てにできない

 （2） 動詞，国際連合を表す
 （3） 名詞，時間を十分に活用しなさい
 （4） 動詞，しっかりしろ
 （5） 名詞，休養が必要だ

8DAY

1  （1） hard，difficult　（2） see，watch

 （3） 複数形，集合名詞　（4） 時間，順序
 （5） 数えられない，数えられる
2  （1）（a） 1  出席した（名詞の前で用いない）

   2  現在の（名詞の前で用いる）
  （b） （i）1     （ii）2

 （2）（a） 1  病気だ（名詞の前で用いない）
   2  悪い（名詞の前で用いる）
  （b） （i）1     （ii）2

3  （1）（a） interested, interesting

  （b） （i） interesting　（ii） interested

 （2）（a） excited, exciting

  （b） （i） exciting　（ii） excited

4  （1） one　（2） it　（3） it　
 （4） one　（5） it

9DAY

1  （1） （a） paint （b） write （c） draw

 （2） （a） see （b） watch （c） look

 （3） （a） small （b） narrow

 （4） （a） grin （b） laugh （c） smile

2  （1） （a） eat ［have］ （b） take

 （2） （a） wrong （b） bad

 （3） （a） climb （b） go up

 （4） （a） examination ［exam］ （b） quiz

3  （1） （a） Trick or treat!

  （b） jack-o’-lantern

 （2） （a） Easter egg

  （b） Easter Bunny

 （3） （a） legal holiday

  （b） Pilgrim Fathers

 （4） （a） Excuse me.

  （b） (God) bless you!, Thank you.

10DAY

1  （1） （a） happy　（b） angry

  （c） disappointed　（d） excited

 （2） （a） have a stomachache　（b） have a toothache

  （c） have chills　（d） feel sick

 （3） （a） oops　（b） achoo

  （c） yippee　（d） cough cough

2  （1） a yearbook　（2） a soft drink　（3） a classmate　
 （4） lucky　（5） artistic　（6） social

 （7） prevent　（8） doubt　（9） advise

3  （1） call for help

 （2） train passengers

 （3） I saw her off at the airport.

 （4） I handed in my paper after class.

 （5） Do ［Try］ your best.

総まとめ問題

1  （1） ・ 　（2） ・ ・ 　（3） ・ ・
 （4） ・ ・ 　（5） ・ ・ ・
2  （1） meet，会う （2） want，欲しい

 （3） come，来る （4） provide，与える
 （5） change，変える
3  （1） 3，生まれつき　（2） 2，政党　（3） 1，部屋

 （4） 3，様式　（5） 5，中心
4  （1） 呼びましょうか （2） 便りがあった　

 （3） 一般的に言って （4） あら探しをする　
 （5） 見下しては
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