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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) Sorry to [b       ] you, but … おじゃましてすみませんが… 
 

(2) be [p       ] by the problem その問題に頭を悩ませる 
 

(3) [c       ] on what he is saying 彼の話に集中する 
 

(4) [c       ] song and dance 歌と踊りを組み合わせる 
 

(5) [f       ] experiences ぞっとするような経験 
 

(6) [r       ] from illness 病気から回復する 
 

(7) [c       ] him of his illness 彼の病気を治す 
 

(8) be [e       ] to danger 危険にさらされる 
 

(9) [o       ] a high position 高い地位を占める 
 

(10) [r       ] the car 車を修理する 

 

第６回システム英単語 Basic p.140-145 

 

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) [e       ] Picasso's works ピカソの作品を展示する 
 

(2) [s       ] the party パーティを台無しにする 
 

(3) [a       ] of their marriage 2人の結婚を承認する 
 

(4) [p       ] in the meeting 会議に参加する 
 

(5) [c       ] his birthday 彼の誕生日を祝う 
 

(6) I [o       ] my success to you. 私の成功はあなたのおかげだ 
 

(7) [f       ] him for being late 彼の遅刻を許す 
 

(8) the greenhouse [e       ] of CO2 二酸化炭素の温室効果 
 

(9) charge a [f       ] for the service サービス料を請求する 
 

(10) [i       ] in society 社会の中の個人 
 

 
 



    月    日 

第５回システム英単語 Basic p.134-139 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) Sorry to [b       ] you, but … おじゃましてすみませんが… 
477. bother 

(2) be [p       ] by the problem その問題に頭を悩ませる 
480. puzzled 

(3) [c       ] on what he is saying 彼の話に集中する 
478. concentrate 

(4) [c       ] song and dance 歌と踊りを組み合わせる 
482. combine 

(5) [f       ] experiences ぞっとするような経験 
491. frightening 

(6) [r       ] from illness 病気から回復する 
494. recover 

(7) [c       ] him of his illness 彼の病気を治す 
504. cure 

(8) be [e       ] to danger 危険にさらされる 
502. exposed 

(9) [o       ] a high position 高い地位を占める 
500. occupy 

(10) [r       ] the car 車を修理する 
484. repair 

 

第６回システム英単語 Basic p.140-145 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) [e       ] Picasso's works ピカソの作品を展示する 
517. exhibit 

(2) [s       ] the party パーティを台無しにする 
510. spoil 

(3) [a       ] of their marriage 2人の結婚を承認する 
513. approve 

(4) [p       ] in the meeting 会議に参加する 
516. participate 

(5) [c       ] his birthday 彼の誕生日を祝う 
519. celebrate 

(6) I [o       ] my success to you. 私の成功はあなたのおかげだ 
518. owe 

(7) [f       ] him for being late 彼の遅刻を許す 
521. forgive 

(8) the greenhouse [e       ] of CO2 二酸化炭素の温室効果 
530. effect 

(9) charge a [f       ] for the service サービス料を請求する 
533. fee 

(10) [i       ] in society 社会の中の個人 
531. individuals 

 
 


