
1. forward

（a）I’m looking forward to the festival next week.

私は来週のお祭りを楽しみに待っています。

（b）If you don’t agree to my plan, you should put forward some alternative one.

もし君が私の計画に同意しないのなら，何らかの代わりの計画を提案するべきだ。

look forward to ～「～を楽しみに待つ」put forward ～「～を提案する」

2. turns

（a）In bowling games, the players take turns bowling a ball to knock down the pins.

ボーリングでは，プレイヤーはピンを倒すために順番にボールをころがす。

（b）She is very temperamental person. She tends to be glad and sad by turns.

彼女はとても気まぐれな人だ。彼女は交互に嬉しがったり悲しがったりする傾向がある。

take turns · · · ing「順番に · · · する」by turns「入れ替わり立ち替わり，交互に」

3. trouble

（a）He took the trouble to see me off at the airport.

彼はわざわざ空港で私を見送ってくれた。

（b）I had trouble in finding a parking lot.

私は駐車場を見つけるのに苦労した。

take the trouble to do「わざわざ · · · する」take trouble (in) · · · ing「· · · するのに苦労する」

4. long

（a）Though we long for peace, there is no sign of this war ending.

我々は平和を切望しているけれども，この戦争が終わる兆候はない。

（b）It’s almost December. Santa Claus will come to my town before long.

もうすぐ 12月だ。まもなくサンタクロースが私の町にやって来る。

long for ～「～を切望する」before long「まもなく」

5. order

（a）I can’t wash my clothes now. This washing machine is out of order.

今服を洗うことができない。この洗濯機が故障しているのです。

（b）Place these twenty six alphabets in order.

これらの 26個のアルファベットを順番に並べなさい。

out of order「故障して」in order「順番に」



6. other

（a）I have my hair cut every other month.

私はひと月おきに髪を切ってもらっています。

（b）Brown and green go with each other.

茶色と緑色はお互いに合う。

every other month「ひと月おきに」each other「お互い」

7. back

（a）My grandfather often looks back on his old days.

祖父はよく昔の日々を振り返ります。

（b）The origin of marathon dates back to ancient Greece.

マラソンの起源は古代ギリシャに遡る。

look back on ～「～を振り返る」date back to ～「(起源などが)～に遡る」

8. speak

（a）He is, so to speak, a grown-up baby.

彼はいわば成長した赤ん坊だ。

（b）Nobody wants to hire subordinates who speak ill of them.

自分の悪口を言う部下を雇いたい人はいない。

so to speak「いわば」speak ill of ～「～の悪口を言う」

9. lay

（a）My job as a web designer is to lay out websites.

ウェブデザイナーとしての私の仕事は，ウェブサイトを設計することである。

（b）In this bad times, many companies have decided to lay off their workers.

この不況の中で，多くの会社が従業員を一時解雇することに決めた。

lay out ～「～をデザインする，～を設計する」lay off ～「～を一時解雇する」

10. but

（a）I had no choice but to eat what was served before me.

私は目の前に出されたものを食べるしかなかった。

（b）But for soy sauce, we couldn’t make most of the Japanese dishes.

醤油がなければ，日本料理の多くを作ることができないだろう。

have no choice but to do「· · · するしかない」but for ～「～がなければ」


