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2012 6/27 更新

001 have a good time 楽しく過ごす
We had a good time at the party.
私たちはパーティーで楽しく過ごしました。

002 enjoy oneself 楽しく過ごす
Did you enjoy yourself at the party?
パーティーでは 楽しく過ごせましたか？

003 make up one's mind to do （～する）決心をする
He made up his mind to be a doctor.
彼は 医者になる決心をしました。

004 think about(of) ～について考える
He is thinking about his future.
彼は 将来の自分のことについて考えています。

005 talk about～ ～について話す
We talked about our school life.
私たちは 学校生活について話しました。

006 run away 逃げる 走り去る
Takashi ran away from here in this morning.
たかし君は けさ ここから逃げ出しました。

007 wait for ～ ～を待つ
You have to wait for the next bus.
あなたは次のバスを待たなくてはなりません。

008 stop ～ing ～するのをやめる
Ken stopped playing computer games late at night.
ケンは 夜遅くにコンピュータゲームをするのをやめました。

009 get in(into)～ ～に乗る
We got in the taxi at Harajyuku.
私たちは原宿でタクシーに乗りました。

010 get to ～ ～に着く
What time the train get to Shibuya station?
この電車は何時に渋谷駅に着きますか？

011 get home 帰宅する 家に着く
My father got home at eleven yesterday.
私の父は 11 時に帰宅しました。

012 come home 帰宅する 帰郷する
When Sachiko came home, she was not happy.
サチコさんが帰宅したとき、彼女はあまりうれしくありませんでした。

013 walk to ～ ～へ歩いていく
My brother have to walk to school everyday.
私の兄は毎日歩いて学校へ行かなくてはなりません。

014 go out 外出する 出かける
He went out at noon to lunch.
彼は正午に昼食に出て行った。
PART A

随時修正追加いたします。

015 go away 去る 立ち去る
The woman helped me a lot and went away.
その女性は私を大いに助けてくれてから、立ち去った。

016 go ～ing ～しにいく
Let's go camping with my family.
私の家族といっしょにキャンプに行きましょうよ。

017 go on a picnic ピクニックへ行く
We went on a picnic to the lake.
私たちは湖にピクニックへ行きました。

018 go on a trip 旅行に出かける 具体的な地名があるときには さらに後に to～となる。
They will go on a trip to Hokkaido next month.
彼らは来月には北海道へ旅行へ行く予定です。

019 take care of～ ～の世話をする
Sachiko is taking care of the horse.

=look after

サチコさんはその馬の世話をしています。

020 get up 起きる 起床する
What time does he get up in the morning?
彼は 朝は何時に起きるのですか？

021 go to bed 寝る 床につく
I went to bed very late last night.
私は昨夜とても遅くに寝ました。

022 go to sleep 寝つく 眠る
George couldn't go to sleep until late.
ジョージは遅くまで寝入ることができませんでした。

023 turn off～ ～を消す 切る 止める
Turn off the radio before you go out.
外出する前にラジオを消しなさい。

024 watch television(TV) テレビを見る
We sometimes watch television at school.
私たちはときどき、学校でテレビを見る。

025 go on(～ing) ～し続ける
Our teacher went on talking about his father.
私たちの先生は 彼のお父さんについて話し続けました。

026 be good at ～ ～が上手である（得意である）
Goro is really good at English.
五郎は本当に英語が上手です。

027 be going to ～ ～するつもりである
What are you going to do today?
あなたは今日 何をするおつもりですか？

028 How long ～? どのくらいの間～？ 期間の長さまたは、実際の長さ（メートルなど）
How long did you stay in Japan?
あなたはどのくらいの期間 日本にいたのですか？
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029 How many ～? いくつの～？
How many computers do you have in your room?
あなたは お部屋に何台のコンピュータを持っていますか？

030 How much ～？ ～はおいくらですか？ （値段のこと）
How much did she spend on the trip?
彼女はその旅行にどれくらいお金を使いましたか？

031 How old ～？ ～は何歳ですか
How old is your uncle? He is sixty years old.
あなたのおじさんは何歳ですか？ 彼は 60 歳です。

032 What time ～？ 何時に～ですか？
What time and where shall we meet next Sunday?
今度の日曜日 いつ、どこで会いましょうか？

033 at night 夜（に）
I can't go out alone at night.
私は夜に外出することはできない。

034 in the morning 朝に 午前中に
We will come to our school in the morning.
私たちは午前中に学校へ戻ってくるでしょう。

035 for some time しばらくの間 some が long となると 長い間
We didn't have enough water and food, or clothes for some time.
われわれは しばらくの間 十分な水や食べ物、衣類がありませんでした。

036 at school 学校で
Do you study French at school?
あなたは学校でフランス語を習いますか？

037 by bus バスで
Tom will come here by bus soon.
トムは まもなくここにバスでやってくるでしょう。

038 on TV テレビで
We always see him on TV.
私たちはいつも彼をテレビで見ている。

039 as ～as---- ----と同じくらい～
Mike is as tall as my father.
マイクは私の父と同じくらいの背の高さがあります。

040 041 the same～as---- ---と同じ～
I have a same bike as your brother's.
私は あなたのお兄さんのバイクと同じバイクをもっています。

My watch is the same as your sister's.
私の時計はあなたのお姉さんの時計と同じものです。

042 some ～,others ---- ～もあれば----もある
Some cars are white and others are black.
いくつかの車は白色であり、その他は黒い色です。
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043 one another お互いに
When the race begins, we must help one another.
競争が始まったときには 私たちは互いに助けあわなくてはなりません。

044 used to ～ ～したものだった 以前は～したものだ
I used to play tennis on the ground.
私はその運動場でテニスをしたものだった。

045 a lot of～ たくさんの～ （数えられる名詞にも数えられない名詞でもＯＫ）
He has a lot of TV game in his room.
彼は 部屋にたくさんのテレビゲームを持っています。

046 lots of ～ たくさんの～ （数えられる名詞にも数えられない名詞でもＯＫ）
We had lots of rain last year.
昨年は たくさんの雨がありました。

047 hundreds of ～ 何百もの～
Hundreds of people were in this hall yesterday.
昨日 このホールに何百もの人がいました。

048 thousands of ～何千もの～
Thousands of people went to stadium to watch the game.
何千もの人々がゲームを見にスタジアムに行きました。

049 all of ～ すべての～
All of them are players of our school.
彼らはみな、私たちの学校の選手です。

050 a cup of～ １杯の～
John has a cup of coffee every morning.
ジョンは毎朝１杯のコーヒーを飲みます。

051 a glass of～ コップ１杯の～
Can I have a glass of water?
水を１杯いただけませんか？

052 a bottle of ～ １ビンの
We bought a bottle of wine last night.
私たちは 昨夜 １ビンのワインを買いました。

053 this morning けさ
I read a newspaper this morning.
私はけさ新聞を読みました。

054 one day ある日
One day I and Jimmy went to Tokyo by train.
ある日 私とジミーは電車で東京へ行きました。

055 the next day その翌日 その次の日
I had to join the club the next day.
私はその翌日 クラブに参加しなくてはなりませんでした。

056 next time この次は 今度は
Takashi, You must go there next time.
たかし、次回はあなたが そこへ行かなくてはなりません。
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057 next week 来週
Kazuo will leave Tokyo next week.
かずお君は来週には 東京を離れます。

058 every day 毎日
You have to practice the violin every day.
あなたは 毎日バイオリンを練習しなくてならない。

059 day after day 来る日も来る日も 毎日
My mother washed the dishes day after day.
私の母は 来る日も来る日も 食器を洗いました。

060 once more もう一度
You should try it once more.
あなたは もう一度やってみるべきです。

061 again and again 何度も何度も
We sang the song again and again.
私たちはその歌を何度も何度も歌いました。

062 not ～but --This animal is not sheep but goat.
この動物は羊ではなくて ヤギです。

063 not ～every みな～とは限らない
Not every boy can sing well.
すべての少年が歌がうまいとは限らない。

064 Will you ～? ～しませんか
Will you tell me the way to your school?
学校への道を教えていただけませんか？

065 May I help you? / Can I help you? いらっしゃいませ
May I help you? Yes I want a map.
いらっしゃいませ？ はい 私は地図がほしいでのすが

066 Shall I(we)～? （私が 私たちが）～しましょうか
Shall I carry your bag?
かばんをお持ちしましょうか？

067 That's right その通りです
Is this the story in Australia? That's right.
これはオーストラリアの物語ですか？ そのとうりです。

068 for example たとえば
For example, I don't like dogs.
例えば 私は犬がきらいです。

069 at home 家で 自宅で
My brother eat lunch at home.
私の弟は 家で昼食を食べます。

070 be happy to
I'm happy to win first prize.
私は１等を取れてうれしい。
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071 look at ～ ～を見る
She looked at me.
彼女は私を見た。

072 I see わかった なるほど
I lived in Canada.

I see. Your English is good.

私はカナダに住んでいました。 なるほど あなたの英語はうまいのですね

073 look for ～ ～をさがす
Jim is looking for his pen.
ジムは彼のペンをさがしています。

074 talk with～ ～と相談する 話す
I often talk with my sister.
私はしばしば姉と話します。

075 live in ～ ～に住む ～には地名などの場所を表す語句
Mike live in Kyoto this year.
マイクは今年は京都に住んでいます。

076 be interested in ～ ～に興味がある 関心がある
I'm interested in stars.
私は星に興味があります。

077 begin to ～ ～し始める ～は動詞の原型
They began to play cards.
彼らはトランプをし始めました。

078 enjoy ～ing ～して楽しむ
I sometimes enjoy reading.
私はときどき読書をして楽しむ。

079 like to ～ ～することが好きです ～は動詞の原型
Jack likes to play the piano.
ジャックはピアノを演奏することが好きです。

080 last year 去年 昨年
Ken visited Okinawa last year.
ケンは 去年沖縄を訪れました。

081 work at(in)～ ～で働く ～に勤めている
My mother works at the store.
私の母は その店に勤めています。

082 start to ～ ～し始める ～は動詞の原型
Mary start to cry suddenly.
メアリーはとつぜん泣き出しました。

083 of course もちろん
May I come in? Yes, of course.
入ってもいいですか もちろんいいです。

084 many times 何度も
I climbed Mt. Fuji many times.
私は富士山に何度も登りました。
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085 come and ～ ～しに来る
Will you come and see me,Jack?
ジャック 私に会いに来ませんか？

086 go and ～ ～しに行く
Go and see the doctor.
医者行って診てもらいなさい。

087 since then そのとき以来 （要 現在完了履修）

I've lived here since 1990.
私は 1990 年以来 ここに住んでいます。

088 out of ～ ～から（外へ）
He ran out of this room.
彼は この部屋から出て行きました。

089 be far away from～ ～から遠くにある
School is far away from my house.
学校は 私の家から遠い。

090 over there 向こうに あそこに
There are beautiful mountains over there.
あそこにきれいな山々があります。

091 do my homework （自分の）宿題をする
Risa was doing her homework this morning.
リサはけさ自分の宿題をしていました。

092 part of ～ ～の一部
Part of this story was sad.
この物語の一部は 悲しかったです。

093 a member of ～ ～の一員
He is a member of our team.
彼は私たちのチームの一員です。

094 take a picture 写真をとる of～で ～の写真をとる
I took a picture of that mountain.
私は あの山の写真をとりました。

095 stay with～ ～の家にとまる
I stayed with my friend.

（～は人がくる）

私は 友達の家に泊まった。

096 stay at(in)～ ～にとまる （～には場所や施設の名前）
We stayed at an inn in Kyoto.
私たちは京都の旅館に泊まりました。

097 after school 放課後
They play tennis after school.
彼らは 放課後にテニスをします。

098 I think so(,too) 私もそう思います
Ken's idea is good. I think so.too.
ケンの考えはよいですね。 私もそう思います。
PART A

099 write to～ ～に手紙を書く （～には人がくる）
Anny will write to you next month.
アニーは来月には 手紙を書くでしょう。

100 be glad to～ ～してうれしい be happy to と同じ意味
I'm glad to see you again.
あなたにまた会えてうれしいです。

101 worry about～ ～について心配する
She worries about her son.
彼女は息子のことを心配しています。

102 speak to～ ～に話しかける
The teacher spoke to me.
先生は私に話しかけました。

103 speak of ～ ～のことをいう
My sister spoke of her English teacher.
私の姉は英語の教師のことを言っていました。

104 talk to ～ ～と話をする ～に話しかける
The policemen talked to us.
警官が私たちに話しかけました。

105 do my best 最善（全力）をつくす
You should do your best in the game.
試合ではあなたは全力を尽くすべきです。

106 all over ～ ～のいたるところで
We can see them all over the world.
私たちはそれらを世界中いたるところで見ることができます。

107 many kinds of ～ いろいろな種類の～
There are many kinds of fishes in this water tank.
この水槽のなかでは さまざまな種類の魚を見ることができます。

108 the next day その翌日
It became warmer the next day.
その翌日は暖かくなりました。

109 decide to～ ～しようと決心する
I decided to study abroad.
私は留学しようと決心しました。

110 come in
入る
Come in, please.
どうぞお入りください。

111 cut down～ ～を切り倒す
He cut down old trees.
彼は古い木を切り倒しました。

112 sit down すわる 着席する
Jimmy sat down on the seat.
ジミーはその座席に着席しました。
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113 both of ～ ～の両方とも
Both of them can play the piano.
彼女らの両方とも ピアノを弾きます。

114 agree with～ ～に同意する 賛成する
I agree with you.
私はあなたに賛成です。

115 this time 今度は
This time I'll throw the ball.
今度は 私がボールを投げます。

116 on the phone 電話で
Mother talked to my teacher on the phone.
私の母は 電話で先生と話した。

117 Sounds good よさそうですね
How about eating Chinese food? Sounds good.
中国料理なんてどうでしょう？

よさそうですね

118 How nice! なんとすてきなのでしょう。
Look at this red car.
How nice!
あの赤い車を見てください。

なんてすてきなんでしょう

119 be kind to～ ～に親切である
She is kind to little children.
彼女は小さな子供に親切です。

120 go into～ ～に入っていく
Emi went into the store in this mall.
エミはこの商店街の店に入っていった。

121 You're welcome. どういたしまして
Thanks a lot.
You're welcome.
どうもありがとう。どういたしまして。

122 get well よくなる 回復する（体調や天気など）
Tom will get well soon.
トムはまもなく回復するでしょう。

123 get better よくなる 回復する （体調や天気など）
It is cloudy today. But it will get better tomorrow.
今日はくもりです。 しかし、明日には回復するでしょう。

124 the way to～ ～する方法 道のり ～は動詞の原型
Tell me the way to make a cake.
ケーキの作り方を教えてください。

125 from A to B A から B まで
We work from Monday to Friday.
私たちは月曜から金曜まで働く。

126 come back(to)～ ～に戻ってくる 帰る
He will come back here at seven.
彼はここに７時に戻ってくるでしょう。
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127 some of～ ～のいくつか ～のいくつか
Some of them could play the violin.
彼らのうち何人かは バイオリンを弾くことができた。

128 need to～ ～する必要がある ～は動詞の原型
You don't need to buy a new car.
あなたは新しい車を買う必要はありません。

129 have to～ ～しなくてはならない
I have to clean my room.

～は動詞の原型

私は部屋を掃除しなくてはならない。

130 try to～ ～しようと試みる ～しようとする
You should try to finish this work.

～は動詞の原型

あなたはこの仕事を終わらせようとするべきです。

131 learn about～ ～について学ぶ
He learned about internet at this school.
彼はこの学校でインターネットについて学びました。

132 during one's stay(in～） ～への滞在中に
I watched many animals during my stay in Australia.
私はオーストラリアの滞在中に多くの動物を見ました。

133 not～at all 少しも～ない 否定文で用いると否定をさらに強める
I didn't hear anything at all.
私にはまったく何も聞こえませんでした。

134 without ～ing ～をしないで
She left here without wearing rain coat.
彼女はレインコートを着ないで ここを出て行きました。

135 walk around 歩きまわる
We walked around in Kyoto.
私たちは京都で歩きまわりました。

136 throw away～ ～を捨てる
They often throw away used can.
彼らはしばしば 空き缶を捨てます。

137 pick up～ ～を拾いあげる
My brother picked up the stone and threw it.
私の弟は石を拾い上げて 投げました。

138 go down～ ～を下る 降りる
Where is the station? Go down this street.
駅はどこですか？

この通りをずっと進んでください。

139 get off～ ～を降りる ～から降りる
I'll get off at the next bus stop.
私は次のバス停で降ります。
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PART B
001
be proud of ～ ～を誇りに思う ～を自慢する
She is proud of her father.
彼女は父親を誇りに思っています。

002 be sure that ～ ～を確信している
I am sure that he will succeed.
彼が成功することを 私は確信しています。（彼はきっと成功するでしょう。)

003 make a noise 音をたてる 騒ぐ
Don't make a noise ; I'm studying now.
音をたてるな 今 勉強中です。

004 don't have to ～ ～する必要はない
You don't have to come to school tomorrow.
明日は 学校へ来る必要はありません。

005
look like ～ ～のようにみえる ～しそうだ
Mr.Ozaki doesn't look like a music teacher.
尾崎先生は 音楽の先生のようには見えません。

006
by heart
暗記する
I learn the poem by heart.
私は その詩を暗記しました。

007
make a mistake
間違える ミスする
I made three mistakes in the entrance exam.
私は 入学試験で３つ間違えました。

008 stand for ～ ～を表す
The olive branch stands for peace.
オリーブの枝は平和を象徴しています。

009 come from～ ～の出身である
Where do you come from?
あなたは どちらのご出身ですか。

010 call on ～（人） 人を訪ねる
I called on Mr. Bill yesterday.
私は 昨日 ビル氏を訪ねました。

011 a few ～ 少しの 少数の～
I have a few books about that country.
私はその国についての本を数冊もっています。

012 a little ～ 少しの 少量の～
My father gave me a little money.
父は私に少しのお金をくれました。

013 would like to ～ ～したいのだが
I would like to see Mr. Smith.
スミスさんにお会いしたいのですが。

014 too ～（for)to-- あまりに～で（-）ができない
This book is too difficult for me to read.
この本は難しすぎて 私には読めません。
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015 such ～ as --- ---のような～
I like sports, such as tennis and swimming.
私は テニスや水泳のようなスポーツが好きです。

016
～as well as-- ---と同じくらい～
My father speaks French as well as English.
私の父は英語だけでなく フランス語も話します。

017 thanks to ～ ～のおかげで
Thanks to his effort, the plan succeeded.
彼の努力のおかげで その計画は成功しました。

018 instead of ～ ～の代わりに
I used a pencil instead of a pen.
私はぺんの代わりに 鉛筆を使いました。

019 by the way ところで さて
By the way Yuki ,do you know the word "mailman"?
ところで由紀 mailman という単語を知っていますか。
020 at least 少なくとも
At least forty students were present at the party.
少なくとも 40 人の学生がパーティに出席していました。
021 for one's age
年のわりには
My mother looks young for her age.
私の母は 年のわりには 若く見えます。

022 on time 時間どうりに
The plane took off on time.
その飛行機は 時間どうりに飛び立ちました。

023 for the first time
初めて
We saw a koala for the first time.
私たちは 初めてコアラを見ました。

024
a number of times
何度も
I read the book a number of times.
私はその本を 何度も読みました。

025 plenty of
たくさんの
There are plenty of guest in the room .
その部屋には たくさんの客がいます。

026 most of
たいていの
Most of the building in the city is old.
その町のたいていの建物は古い。

027 take part in 参加する
Anyone living here can take part in them.
ここに住んでいる人ならだれでも それに参加できます。

028 make friends with ～ 友達になる
Ken made friends with them during the trip.
けんは 彼らと旅行中に友だちになりました。

029 come up to ～ ～に近づいてくる
A stranger came up to us and looked at me .
見知らぬ人が私たちに近づいてきて 私を見ていきました。
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030
be famous for～ ～で有名である
This park is famous for its cherry blossoms.
この公園は 桜の花で有名です。

031 be present at～ ～に出席している
Kumiko was present at math class yesterday .
久美子さんは 昨日数学の授業に出席していました。

032 be fond of～ing ～することが好きです
Ai is fond of playing the piano .
愛さんは ピアノを弾くことが好きです。

033
ask( ～ )for -- ～に--を求める
He asked me for some advice.
彼は 私に助言を求めました。

034
hear from～ ～から便りがとどく（手紙/電話など)
Have you heard from him recently?
最近 彼から便りはありましたか。

035 in a hurry 急いで あわてて
You don't have to eat in a hurry .
急いで食べる必要はありません。

036
at the same time 同時に
Father and mother came home at the same time .
父と母が同時に家に帰ってきました。

037
for a while しばらくの間
Will you wait here for a while.
しばらくの間 ここで待ってくれませんか？

038 from now on これからは
I'll be more careful from now on.
これからは もっと気をつけます。

039 be made from ～ ～からできている
This cake is made from rice .
このケーキは お米からできている。

040 be different from～ ～とは異なる
My opinion is different from yours.
私の意見は あなたのとは違います。

041 be busy with～ ～で忙しい
We were very busy with the school festival.
私たちは 学校の文化祭でとでも忙しかった。

042 be covered with～ ～で覆われている
The mountains were covered with snow.
山々は雪で覆われていました。

043 be filled with～ ～で満ちている 満たされている
The bath was filled with water by him.
そのお風呂は 彼によって水が満たされました。

044 be full of～ ～でいっぱいである
The basket is full of apples.
そのかごは りんごでいっぱいです。
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045 be in trouble 困っている
He helps me when I am in trouble .
彼は 私が困っているときに助けてくれます。

046 be known to～ ～に知られている
The fact is known to everyone.
その事実は すべての人に知られています。

047 be similar to～ ～と似ている
Whales are similar to fishes in shape.
クジラは 魚と似たような形をしています。

048 be pleased with～ ～が気に入る
She is pleased with her new shoes.
彼女は新しいくつが気に入っています。

049 be angry with～ ～に腹をたてる
Are you still angry with me ?
あなたは まだ 私のことを怒っているのですか。

050 be surprised to～ ～して驚く
I was very surprised to hear about the accident.
私は その事故のことを聞いてとても驚きました。

051 make ～into--- ～を---にする ～で---を作る
We make milk into cheese and butter.
私たちは 牛乳でチーズとバータを作ります。

052 agree on(about） ～ 事柄について意見が一致 agree with ～ 人と意見が一致
We all agreed on the plan.
私たちはみな その計画については意見が一致しました。

053 bring up ～ ～を育てる
My father was brought up in Osaka .
私の父は 大阪で育ちました。

054 get married 結婚する
They got married to a rich man.
彼女たちは 金持ちの男と結婚しました。

055 have a cold かぜをひく
She has a bad cold today .
彼女は 今日 ひどいかぜをひいています。

056 go for a walk 散歩にでる
Let's go for a walk on the beach.
海辺へ散歩にでかけましょうよ。

057 have(has) been to～ ～に行ったことがある
I have been to Paris twice .
私はパリへ２度行ったことがあります。

058 get together 集まる
Let's get together again this coming Friday .
今度の金曜日にまた集まりましょうよね。

059
make a speech スピーチする 演説する
Our society made a speech about dinosaurs.
私たちの協会は 恐竜についてのスピーチ（演説）をしました。
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060
by oneself 独力で ひとりで
The boy can clear away the toys by himself.
その少年は ひとりでそのおもちゃをかたづけることができます。

061
with a smile ほほえんで
He did the work with a smile.
彼は ほほえみながら その仕事をしました。

062
on business 仕事で 商用で
My father goes to China on business.
私の父は仕事で よく 中国へ行きます。

063
at last ついに とうとう
Entrance exam has come at last .
ついに入学試験日がやってきました。

064
leave for～ ～へ出発する
We will leave for America at the end of this month .
私たちは 今月末には アメリカへ出発します。

065
be in time for～ ～に間に合う
I was just in time for the bus .
私は そのバスにちょうど間に合いました。

066 keep ～ing ～し続ける
She kept talking for an hour .
彼女は １時間もしゃべり続けました。

067 carry out 実行する
It is easy to make a plan, but difficult to carry it out.
計画をたてることは たやすいが それを実行するのは難しい 。

068
get ready for～ ～の準備をする
I must get ready for the trip.
私は 旅行の準備をしなくてはならない 。

069 come out 花が咲く 出てくる 出現する
Cherry blossoms will soon come out in this park.
この公園には まもなく桜の花が咲くでしょう。

070 leave ～for --- ～を出て---に向かう
The plane left Kagoshima for China .
その飛行機は 中国へ向かって 鹿児島を出発しました 。

071 get out of～ ～から出て行く
I wanted to get out of Tom's house.
私は トムの家から出て行きたかった 。

072 lose one's way 道に迷う
If he goes out alone, he will lose his way.
もしも ひとりで出かけたら 彼は 道に迷ってしまうでしょう 。

073 between A and B A と B の間に 区間に(で）
This plane flies between Tokyo and Osaka .
この飛行機は 東京と大阪の間を飛行します 。
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074 according to～ ～によると
According to the TV, Giants won the game yesterday.
テレビによると 昨日の試合は ジャイアンツが勝ったらしいです 。

075 even if ～ たとえ～でも
Even if it is frog, I'm going to eat that.
たとえそれが かえるでも、私は 食べるつもりです。

076 not ---- yet また-----ではない
My teacher hasn't come to my class yet.
私たちの先生は まだ私たちの教室に来ていません 。

077 one after another 次々に 続々と
The students rode on a bus one after another.
学生たちは 次々とバスに乗りこんでいきました 。

078 not always～ つねに～とは限らない
My father is not always at home on Sunday.
私の父は いつも 日曜日に家にいるとはかぎらない。

079 no longer--- もはや---ではない
Because of going college,my brother no longer lives in this town .
私の兄は大学へいったので もうこの町には住んでいません。

080 a sheet of ～ 1 枚の～
He put a sheet of paper on the desk.
彼は １枚の紙を机の上に置きました。

081 I hear that--- ---らしい ---だそうだ
I hear that Mary and Job got married last month.
マリーとジョブは 先月結婚したそうだね。

082 ---times as ～as A A の---倍～である
Australia is twenty times as large as Japan.
オーストラリアは日本の 20 倍の広さがあります。
083 ～than usual いつもより～
My mother spent more money than usual at the store.
私の母は そのお店で いつもより 多くのお金を使いました。

084 after all
結局
She didn't come to the meeting after all.
彼女は 結局 その会合には来ませんでした。

085 in order to ～ ～するために ～する目的で
We went to Paris in order to study music.
私たちは 音楽を学ぶために パリへ行きました。

086 at the age of ～ ～歳のときに
Mr. Saito began to play the violin at the age of five.
斉藤さんは ５歳のときに バイオリンを弾きはじめました。

087 be made of～ ～からできている （素材 構成)
The boat you ride on is made of wood.
あなたが乗っているこの船は 木材でできています。

088 come true 実現する
One month later their dream came true.
１ヶ月後 彼らの夢は実現しました。
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089 learn to～ ～するようになる
Have you learned to use the new machine?
新しい機械を 使えるようになりましたか。

090 all the time ずっと
The baby was sleeping all the time .
その赤ちゃんは そのずっと眠っていました。

091 ～enough to---するのに十分～
It is warm enough to swim in the river today .
今日は 十分に暖かいので 川で泳ぐことができます。

092 either A or B A か B のどちらか
My sister will buy either red shoes or black one.
姉は 赤いくつか黒いくつのどちらかを買うでしょう。

093 ～ and so on ～など
My mother went shopping and bought a blouse, a sweater and so on.
私の母は買い物に行って ブラウズやセーターなどを買いました。

094 more than ～ ～以上
There were more than fifty people in the music hall .
音楽ホールの中には 50 人以上の人がいました。
095
I'm not sure よくわかりません/確かではありません
I have been to here before but I'm not sure.
私は ここへ 来たことがあります。よくわからないのですが。

096
next to～ ～のとなりに
There were a high school student sitting next to me.
私のとなりに座っている高校生がいました。

097 far away はるか遠くに(へ)
Because of internet ,we can communicate with people far away.
インターネットのおかげで我々は遠くの人とコミュニケーションがきでる。

098 most of all 何よりもまず
I want food to eat most of all .
私は 何よりもまず 食べるものが欲しい。

099
come to～ ～するようになる
Someday you will come to understand him.
いつか 彼を理解するようになるでしょう。

100 finish ～ing
～し終える
Did you finish reading the text book ?
あなたは その教科書を 読み終えましたか。

101 think of(about)～
～を考える ～について考える
What do you think of the plan.
あなたは その計画をどのように思いますか？

102 How do you like～ ～はいかがですか どうですか？
How do you like that new shoes?
あの新しいくつは どうですか？

103 have an idea 考えがうぶ 思いつく
The train stopped at the station. Suddenly he had an idea.
駅には電車が止まっていました。そのとき彼にいい考えがうかびました。
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104 say hello to～ ～によろしく言う
Please say hello to your father.
お父さんによろしくお伝えください。

105 above all とりわけ 何よりもまず
Above all , you need rest .
何よりもまず あなたは 休息が必要です。

106 more and more～ 次第に～ ますます～
The story became more and more interesting .
その話は ますますおもしろくなりました。

107 these days 最近 近ごろ
I don't see her much these days.
私は 最近 彼女を あまり見かけません。

108 some day いつか
I hope to visit your country some day.
私はあなたの国にいつか行ってみたいものです。

109 the other day 先日
We visited Tokyo Disney Land the other day.
先日 私たちは東京ディズニーランドへ行ってきました。

110 just then ちょうどそのとき
Just then I heard the sound of bells.
ちょうどそのとき ベルの音が聞こえたのです。

111 right now 今すぐに
Stop eating lunch and come to school right now.
昼食を食べるのをやめて 今すぐに学校にきなさい。

112 first of all 何よりもまず
First of all, you must take care of your health.
何よりもまず 健康に気をつけなければなりません。

113 They say that--- ---だそうです
They say that Jane is in America now.
ジェーンは 今 アメリカにいるそうです。

114 each other お互いに
We helped each other in the job.
私たちは その仕事では お互いに助け合いました。

115 both A and B A と B の両方
My father speaks both English and French.
私の父は フランス語と英語の両方を話します。

116 as soon as possible できるだけ早く
The company built our house as soon as possible.
企業は できるだけ早く私たちの家を建てた。

117 because of～ ～のために
We were late because of traffic accident.
交通事故のために 私たちは遅れてしまいました。

118 with surprise 驚いて びっくりして
My mother looked at me with surprise.
私の母は 私を 驚いてみました。
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119 in this way このようにして
My brother opened the box in this way.
私の弟は このようにして 箱を開けました。

120 on foot 歩いて 徒歩で
Do you go to school by bus or on foot?
あなたは バスで学校へ行きますか、それとも歩いて行きますか？

121 in front of～ ～の前で に
Tom was sitting in front of the TV.
トムは テレビの前に すわっていました。

122 How far--- どのくらいの距離---?
How far is it from here to the station?
ここから駅まで どのくらいの距離ですか？

123 at once すぐに
Don't worry. Jane will come here . " said Mike at once.
心配しないで。ジェーンが来るからと マイクがすぐに言いました。

124 at first 最初
At first we couldn't think of any good ideas.
最初 私たちはいい考えがまったく思いつきませんでした。

125 for a long time 長い間
I waited for her for a long time.
私は彼女を 長い間待ちました。

126 in those days 当時は
I was a college student in those days.
その当時は 私は大学生でした。

127 in the future 将来
I want to be a doctor in the future.
私は 将来 医者になりたいと思っています。

128 at that time そのころ
We were playing tennis at that time.
そのころ 私たちは テニスをしていました。

129 Why don't you---? ---しませんか? ---したらどうですか?
Why don't you join our camp?
私たちのキャンプに参加しませんか。

130 How often---? どのくらいの頻度で---?
How often did you go to France this year?
あなたは 今年何回フランスへ行きましたか？

131 How far --- from A to B? A と B はどのくらい離れていますか?
How far is it from here to your school ?
ここから 学校までどのくらいの距離がありますか？

132 be late for～ ～に遅れる ～に遅刻する
Don't be late for the next meeting.
次回の会合には 遅れないように！

133 be over at～ ～時に閉まる 閉店する
The store is over at seven on Sunday.
その店は 日曜日は７時で閉まります。
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134 be absent from～ ～を欠席する
Ken was absent from baseball practice.
けんは 昨日 野球の練習を休みました。

135 be in sick in bed 病気で寝ている
My husband is in sick in bed at that hospital.
私の夫は 今 あの病院で 病気で寝ています。

136 be popular with～ ～に人気がある
This actress is very popular with young people.
この女優は 若い人たちに 大変 人気があります。

137 be able to～ ～することができる
Mike is able to use a new computer.
マイクは 新しいコンピュータを使うことができます。

138 be afraid (that)～ 残念ながら～と思う
I'm afraid that I have a cold.
どうも 私は 風邪をひいたようです。

139 be sorry for～ ～をかわいそうに思う
The teacher was sorry for the sick child.
先生は 病気の子供をかわいそうに思いました。
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