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CHAPTER

1 Words that Can Guide You in Life

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。単語
　1. 内部の温度  i  temperature

　2. 裁判の日程を決定する　　　　　　  d  the date of the trial

　3. 10代で in one’s  t

　　本文に出てきた単語を使って，以下の表現をつくりなさい。単語
　1. honorを使った表現
　　⑴   the team’s  v  そのチームの勝利をたたえる
　　⑵  w   名誉を勝ち取る
　　⑶  b   to our family　 我が家に名誉をもたらす
　2. surgeryを使った表現
　　⑴  h   心臓手術
　　⑵ have    緊急手術をする
　　⑶ He will  r   on his left knee. 彼は左ひざの手術が必要だろう。

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。慣用表現
　1. 将来の夢を聞かれて，ユミは「絶対に貧困問題を専門とする学者になりたいの！」と言った。

When Yumi was asked about what her future dream was, she said, “I really want to be a 

scholar who    poverty issues!”
　2. 犬の飼い主の責任とは何でしょう？　犬を飼うつもりなら，そのことついてよく考えてみなさいね。

What is the responsibility of a dog owner?  If you’re going to get a dog,   it 

 .

　3. このような問題はしょっちゅう起こるものだ。
Problems like this     all the time.

　上で学んだ単語や慣用表現を使って，以下の日本語を英語にしなさい。
　1. 私の母は来週，左手の手術をする予定なんです。

　 

　2. 私のおじは，経済学（economics）を専門とする教授です。

　 

　3. そのことについてよく考えたあと，彼女はドイツに留学することに決めた。

　 

Exercises for Expression
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Express Yourself !
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CHAPTER 1 Words that Can Guide You in Life

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。単語
　1. コンピューターがウイルスに感染しちゃった！ My computer got infected with a  v !

　2. 君はタイムカプセルをどこに埋めたの？ Where did you  b  the time capsule?

　3. 私には行くところがなかった。 I had  n  to go.

　4. テロ行為に対する警備は厳重だった。  S  against terrorism was tight.

　　本文に出てきた単語を使って，以下の表現をつくりなさい。単語
　1. whereverを使った表現
　　⑴ Go    want. 君は行きたいところに行きなさい。
　　⑵    , I think of you.  私はどこにいてもあなたのことを

思っています。
　2. を使った表現
　　⑴   a   約束を果たす
　　⑵   one’s  　　 ～の希望を叶える
　　⑶   the   条件を満たす

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。慣用表現
　1. アランを見つけるとすぐに私はタクシーを降りて，彼に駆け寄ったのです。

As soon as I found Alan, I     the taxi and ran up to 

him.

　2. このアプリは無料で，あなたの個人情報も管理してくれます。
This app is free and manages your personal information   .

　3. 悲しいことに，庭のあちこちにネコのフンが散らばっていたんだ。
Sadly, there was cat poop scattered     in the garden.

　上で学んだ単語や慣用表現を使って，以下の日本語を英語にしなさい。
　1. その犬は，私が行くところにはどこにでもついてきたの！

　 

　2. その約束を果たすために，彼は何でもするつもりだ。

　 

　3. お金はないけれど，私は新しいスマートフォンも欲しい。
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