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1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) My memory began to [d       ]. 記憶力が低下し始めた 
 

(2) take freedom for [g       ] 自由を当然と考える 
 

(3) can't [a       ] to buy a Ford フォードの車を買う余裕がない 
 

(4) [r       ] the cover カバーを取り除く 
 

(5) [f       ] a large family 大勢の家族を養う 
 

(6) [i       ] on going to France フランスに行くと言い張る 
 

(7) [r       ] the old system 古い制度に取って代わる 
 

(8) Never [m       ] it again. 二度とそのことを口にするな 
 

(9) [r       ] the mood of the times 時代の気分を反映する 
 

(10) [a       ] a language  言語を習得する 

 

第４回システム英単語 Basic p.128-133 

 

1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) [a       ] the meeting 会議の手はずを整える 
 

(2) [e       ] in volunteer activities ボランティア活動に従事する 
 

(3) [e       ] foreign workers 外国人労働者を雇う 
 

(4) [r       ] on their power 彼らの力に頼る 
 

(5) [s       ] the need for information 情報の必要性を強調する 
 

(6) [r       ] leaving home 家を出たのを後悔する 
 

(7) [a       ] his attention 彼の注意を引きつける 
 

(8) [s       ] to get free 自由になろうともがく 
 

(9) [p       ] forests 森林を保護する 
 

(10) [d       ] his sleep 彼の睡眠をさまたげる 
 



 

第３回システム英単語 Basic p.122-127 解答例 

 年 組 
 

1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) My memory began to [d       ]. 記憶力が低下し始めた 
434. decline 

(2) take freedom for [g       ] 自由を当然と考える 
420. granted 

(3) can't [a       ] to buy a Ford フォードの車を買う余裕がない 
435. afford 

(4) [r       ] the cover カバーを取り除く 
439. remove 

(5) [f       ] a large family 大勢の家族を養う 
425. feed 

(6) [i       ] on going to France フランスに行くと言い張る 
440. insist 

(7) [r       ] the old system 古い制度に取って代わる 
427. replace 

(8) Never [m       ] it again. 二度とそのことを口にするな 
410. mention 

(9) [r       ] the mood of the times 時代の気分を反映する 
414. reflect 

(10) [a       ] a language  言語を習得する 
423. acquire 

 

 

第４回システム英単語 Basic p.128-133 解答例 

 年 組 
 

1. 次の各文の［  ］に最もよく当てはまる語を答えなさい。（与えられた文字ではじまるもの） 

(1) [a       ] the meeting 会議の手はずを整える 
469. arrange 

(2) [e       ] in volunteer activities ボランティア活動に従事する 
472. engage 

(3) [e       ] foreign workers 外国人労働者を雇う 
471. employ 

(4) [r       ] on their power 彼らの力に頼る 
454. rely 

(5) [s       ] the need for information 情報の必要性を強調する 
452. stress 

(6) [r       ] leaving home 家を出たのを後悔する 
455. regret 

(7) [a       ] his attention 彼の注意を引きつける 
453. attract 

(8) [s       ] to get free 自由になろうともがく 
468. struggle 

(9) [p       ] forests 森林を保護する 
467. preserve 

(10) [d       ] his sleep 彼の睡眠をさまたげる 
470. disturb 

 
 
 


