
1 	 下線部の成句からターゲットとなる単語を探して辞書で引き，当てはまる意味を書きましょう。
（1） She heard the news and almost passed out.

  彼女はそのニュースを聞いてもう少しで（　　　　　　　　　　）ところだった。
（2） A button on my shirt came off.

  私のシャツのボタンが（　　　　　　　　　　）。
（3） She is used to getting up early.

  彼女は早起きに（　　　　　　　　　　）。
（4） She went on a trip in spite of a cold.

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ），彼女は旅行に出かけた。
（5） She learned the poem by heart.

  彼女はその詩を（　　　　　　　　　　）。

2 	 下線部の語の品詞を答え，辞書で引いて文中で使用されている成句を見つけましょう。
	 次に，英文と合う日本語訳を完成させましょう。

（1） Get ready to leave now.

（ 品詞：　　　） すぐ（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
（2） I hope someone will come up with a good solution.

（ 品詞：　　　） だれかが（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）を願う。
（3） I can’t figure out how to get there.

（ 品詞：　　　） 私はそこに行く方法が（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
（4） She lived there along with her two sons.

（ 品詞：　　　） 彼女は（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）そこに住んでいた。
（5） I took part in volunteer work at a hospital.

（ 品詞：　　　） 私は病院で（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）。
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成句とはある決まった言い回しのことです。成句は熟語ともいいます。
単語の組み合わせからは想像できないような意味になることもあります。
成句は，その成句で使われている単語のいずれかに収録されています。
まずは最もつづりの長い語をターゲットにすると見つけやすいでしょう。成句は品詞ごとにまとまっており，
右のような形で示されています。ターゲットとなる語の品詞を見極めてから引くようにしましょう。

この単語の組み合わせからは
想像もつかない意味だね！

語義・訳語を当てはめても意味がよくわからないときは，成句の可能性があります。
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7 DAY6-7の復習

DAY

3 	 下線部を辞書で引き，（　　　）に当てはまる単語を記入して日本語訳と合うフレーズを
	 完成させましょう。

(1） ひと休みする (　　　　　　） a rest

(2） 脚を組む (　　　　　　） one’s legs

(3） 口が軽い have a （　　　　　　） mouth

(4） かぎを回す (　　　　　　） a key

(5） 15分 a （　　　　　　） of an hour

4 	 下線部を辞書で引き，太字の部分に注意しながら適当な文構造を探し，
	 日本語訳を完成させましょう。

(1） Suddenly, she caught him by the arm. 突然，彼女は（ ）。
(2） She dreams of becoming a singer. 彼女は（ ）。
(3） I was landed with serious problems then. 当時の私は（ ）。
(4） He named his daughter Anne after his grandmother.

  彼は（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）。
(5） Please drop me a line when you are settled. 落ち着いたら（ ）。

5 	 下線部の成句からターゲットとなる単語を探して辞書で引き，英文と合う日本語訳を
	 完成させましょう。

(1） The new law will come into effect next spring.  その新法は来春（ ）。
(2） Our school is just around the corner. 私たちの学校は（ ）。
(3） She went off without saying goodbye. 彼女はさよならも言わずに（ ）。
(4） I came across an old friend of mine while shopping.

  私は買い物中に（　　　　　　　　　　　　　　 ）。
(5） I was brought up in a small town by the sea.

  私は（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）。

6 	 下線部の語の品詞を答え，文中で使用されている成句を見つけましょう。
	 次に，英文と合う日本語訳を完成させましょう。

(1） We cannot count on her support.

  （ 品詞：　　）  私たちは（　　　　　　　　　　　　　　 ）。
(2） “UN” stands for “United Nations.”   （ 品詞：　　） UNは（ ）。
(3） Make good use of your time. （ 品詞：　　）  （ ）。
(4） Hold on. The ambulance is on its way. （ 品詞：　　）  （ ）。すぐに救急車が来る。
(5） You are in need of some rest. （ 品詞：　　） あなたには（ ）。

文構造と成句の
理解をもっと
深めましょう！
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