4 月 30 日（木）

システム英単語 Basic
年 組
1. 次の各文の［
(1) [r

働くよう強制される

(3) [r

] the importance

(4) [e

] you to arrive soon

(5) [p

] him with information

(6) [d

] to tell the truth

重要性を認める
君がすぐ着くことを予期する
彼に情報を与える

真実を語る決意をする

(7) This story is [b

] on fact.

(8) [f

] her advice

彼女の助言に従う

(9) [r

] the error まちがいを悟る
] the problem seriously

この話は事実に基づいている

真剣にその問題を考える

システム英単語 Basic
年 組
1. 次の各文の［

] the lost bag

(2) [r

] to give up hope

(3) [p

] to be true

(5) [r
(6) He [c
(7) [r

なくしたバッグの特徴を言う

(10) [m

希望を捨てるのを拒む

本当だとわかる

] illness ストレスと関係のある病気

] energy costs

エネルギー費を減らす

] that he saw a UFO.
] to questions

彼は UFO を見たと主張する

質問に答える

(8) What does this word [r
(9) [e

番

p.116-121
氏名

］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) [d

(4) stress-[r

点

黙ったままでいる

] to work

(10) [c

氏名

］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）

] silent

(2) be [f

番

p.110-115

] to?

この語は何を指示するか

] children to read 子供に読書をすすめる
] salt for sugar

塩を砂糖とまちがえる

点

月

システム英単語 Basic
1. 次の各文の［
(1) [r

p.110-115

日

解答例
年

組

年

組

］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）

] silent

黙ったままでいる
360. remain

(2) be [f

] to work 働くよう強制される
363. forced

(3) [r

] the importance

重要性を認める

(4) [e

] you to arrive soon

(5) [p

] him with information

(6) [d

] to tell the truth

380. recognize
君がすぐ着くことを予期する
354. expect
彼に情報を与える
357. provide
真実を語る決意をする
355. decide
(7) This story is [b

] on fact.

この話は事実に基づいている

(8) [f

] her advice

彼女の助言に従う

(9) [r

] the error

378. based
351. follow
まちがいを悟る
365. realize
(10) [c

] the problem seriously

真剣にその問題を考える
352. consider

システム英単語 Basic p.116-121 解答例
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) [d

] the lost bag

なくしたバッグの特徴を言う

(2) [r

] to give up hope

(3) [p

] to be true

387. describe
希望を捨てるのを拒む
408. refuse
本当だとわかる
393. prove
(4) stress-[r

] illness

ストレスと関係のある病気
396. related

(5) [r

] energy costs

エネルギー費を減らす
389. reduce

(6) He [c

] that he saw a UFO. 彼は UFO を見たと主張する
406. claims

(7) [r

] to questions

質問に答える
409. respond

(8) What does this word [r

] to?

この語は何を指示するか

(9) [e

子供に読書をすすめる

399. refer
] children to read

392. encourage
(10) [m

] salt for sugar 塩を砂糖とまちがえる
390. mistake

