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Part ２：グループ課題
英単語理解度クイズ
選択肢の中から、次の例文の括弧に当てはまる言葉をグループで探してみましょう。語句は、本用語
集のリストの中で紹介したものです。答えは問題、最後にあります。
また、例文は、Part3の発展学習でも同じものが紹介されていますので、難しい場合は、Part3も参考
にしてください。
選択肢
mandate, beaming, receptive, draw the line, pinpointed, take away from, diverged, end up, flexed,
historical, accentuated, banished, significantly, fall out of favor, premature, in a bid to, overtook,
degrade, wrote out, when it comes to
1. She was ( ) when she heard her son won first place. (inf/f)
息子が優勝したと聞いて、彼女は満面の笑みを浮かべた。
2. He ( ) his last name in all capital letters on the moving boxes. (inf/f)
彼は引越し用ダンボールに自分の名字をすべて大文字で記した。
3. Even a small slip didn’t ( ) the gorgeous ice dancing performance.(inf/f)
少しの転倒があったが、それさえもそのゴージャスなアイススケートのダンスパフォーマンス
を損うことはなかった。
4. All states ( ) universal elementary education. (f)
すべての州は普遍的な初等教育を命じている。
5. She ( ) her calves and massaged them carefully after a long and hard run. (inf/f)
長くきついランニングを行ったあと、彼女はふくらはぎを曲げて念入りにマッサージした。
6. (
) to renting your first house, you’ll need to have a good credit score. (inf/f)
初めて家を借りる場合、高い信用度が必要だ。
7. You have to ( ) somewhere. There’s a reason there are rules! (inf/f)
どこかでけじめをつけないといけません。ルールがあるのには訳があるのです!
8. How did we ( ) in such a weird situation? (inf/f)
どうして私たちはこんなおかしな状況に陥ったのか?
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9. Our boss is always really ( ) to new ideas. In fact, he welcomes them. (inf/f)
私たちの上司は常に新しいアイデアに理解がある。それどころか喜んで受け入れている。
10. Who is your favorite ( ) figure? (inf/f)
あなたの好きな歴史上の人物は?
11. We agreed on the basics, but our opinions ( ) on some key details. (f)
基本については合意したが、いくつかの重要な細目について意見が分かれた。
12. She ( ) where we were on the map for us. (inf/f)
彼女は私たちの現在位置を地図上で正確に示してくれた。
13. ( ) avoid going out of business, the magazine began asking subscribers to pay a small fee.
廃業を避けるために、その雑誌は購読者に少額の購読料の支払いを求めることを始めた。
14. You don’t want to ( ) with her – she’s a powerful woman. (inf/f)
彼女のお気に入りから外れたくないでしょう。彼女は影響力のある女性だから。
15. The bright lighting ( ) the model’s thin form. (f)
明るい照明がモデルの痩せた体を強調した。
16. Smoking causes ( ) aging of the skin. (f)
喫煙は肌の老化を早める原因だ。
17. The chemicals will ( ) faster when exposed to heat and light. (f)
その化学物質は熱と光にさらされると分解がより早くなる。
18. We ( ) the use of the chemical dye as it was found to be unsafe. (f)
安全ではないことが判明したため、私たちはその化学染料の使用を取りやめた。
19. The young tennis player eventually ( ) her older sister as the best in the state. (f)
その若いテニス選手はついに自身の姉を追い抜き州で一番となった。
20. He did ( ) better on his latest exam – the tutoring must be helping! (inf/f)
彼は最近のテストで大幅に点数を上げた。個人指導のおかげに違いない!
Answer
1. beaming, 2. wrote out, 3. take away from, 4. mandate, 5. flexed, 6. when it comes to, 7. draw
the line, 8. end up, 9. receptive, 10. historical, 11. diverged, 12. pinpointed, 13. in a bid to, 14.
fall out of favor, 15. accentuated, 16. premature, 17. degrade, 18. banished, 19. overtook, 20.
significantly
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