
英検３級：

フレーズを意識するための課題


例：　Kenji’s family often goes abroad in the summer, but this year they will stay in 
	 Japan.


フレーズ： goes abroad　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：　abroad 

1)  When the teacher asked for the answer to the math question, many students  
 raised their hands. 

フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


2) 	 Tom, I’m going to New York for a week. Will you take care of my dog?


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


3) 	 A: This cake is really good. I want to learn how to make it.

	 B: OK. I will show you.


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


4)	 A: I want to play video games now, Dad.

	 B: First of all, you have to finish your homework. Then you can play video 		
	     games.

	 


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


5)	 A: Do you want to keep these old magazines, Mom?

	 B: No, let’s throw them away.


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：




6)	 A: Will you be able to finish the report by tomorrow?

	 B: Yes, I will. Don’t worry.


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


7)	 It was raining this morning, so my dad gave me a ride to school.


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


8)	 John woke up late, but he ran to school. He was just in time for his math 	 	
	 test.


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


9)	 A: Where do you get off the bus, Paul.

	 B: At the next stop.


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：


10)	 A: You’re not watching TV now, so turn it off.

	 B: Yes, Mom.


フレーズ：	 	 　　　　　　　　　　　　空欄になる単語：




Answers:


1) フレーズ：	raised their hands	 　空欄になる単語：hands

2) フレーズ：	take care of	 　           空欄になる単語：care

3) フレーズ：	learn how to	 　           空欄になる単語：how

4) フレーズ：	first of all	 　           空欄になる単語：all

5) フレーズ：	throw them away	    空欄になる単語：away

6) フレーズ：	be able to	 　           空欄になる単語：able

7) フレーズ：	gave me a ride to	    空欄になる単語：ride

8) フレーズ：just in time	 　           空欄になる単語：time

9) フレーズ：	get off	　                       空欄になる単語：get

10)フレーズ：	turn it off	 　           空欄になる単語：off



