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 Chapter 3 
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A. Write the reading and choose its meaning. 

 

1. 組織 _____________ (   ) 

 

2. 進歩 _____________ (   ) 

 

3. 推進 _____________ (   ) 

 

4. 推理 _____________ (   ) 

 

5. 進化 _____________ (   ) 

 

6. 拡大 _____________ (   ) 

a. evolution 

b. expand, enlarge, magnify, spred 

c. progress, improve 

d. infer, guess 

e. organization 

f. push forward, promote 

B. Write the reading and choose its meaning. 
 

1. 責任 ______________  (   ) 

 

2. 辞任 ______________  (   ) 

 

3. 辞書 ______________  (   ) 

 

4. 組合 ______________  (   ) 

 

5. 委員会 ______________  (   ) 

 

6. 委託 ______________  (   ) 

a. union 

b. dictionary 

c. responsibility 

d. resign 

e. consign, entrust 

f. committee 
 

組576,織577,進578,歩152,推579,理182,化357,拡580,大36,責581,任582,辞583,書129,合

132,委584,員134,会131,託585 
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C. Choose the appropriate Kanji word and read the sentences. 
 

a. 組織 b. 推理 c. 拡大 d. 進歩 

 

1. 会社の  を 改革する。 

  そしき  
 

2. パソコンは 10 年前より  した。

  しんぽ  
 
 

3. 
 けん はん 

事件の 犯人を  
 

する。 

  すいり  
 
 

4. 
 ひ がい 

大雨の 被害が  
 

している。 

  かくだい  

D. Choose the appropriate Kanji word and read the sentences. 
 

a. 辞書 b. 辞任 c. 組合 d 責任 

 

1. 政治家は 国民の 生活に  が ある。 

    
 

2. 首相が  した。 

    
 

3.  で 単語の 意味を 調べる。

   
 

4.  は 賃上げを 要求した。 

   

 

組576,織577,推579,理182,拡580,大36,進578,歩152,会131,社133,改571,革572,年28,前

106,事137,件605,犯639,人46,雨84,被628,害627,辞583,書129,任582,合132,責581,政

556,治557,家79,国163,民451,生266,活269,首566,相544,単292,語124,意492,味178,調

531,賃349,上41,要327,求328 
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 組織進推拡責任辞委託 

E. Read the sentences and choose the appropriate Kanji word. 
 

1. 米国より 中国の 方が ひろい。 

広い 
拡い 

 

2. パソコンで 写真を かくだいする。 

広大 
拡大 

 さく 

3. 温室効果ガスの 削減を すいしんする。 

進推 
推進 

 

4. 台風は 北に すすんでいる。 

進んで 
推んで 

F. Read the sentences. 
 ふう ふ 

1. 私の 会社には 社内結婚の 夫婦が ３組 いる。 

 

2. 今週 英国で 先進国首脳会議が 開かれる。 

 

3. この計画を 進める ためには 多額の 資金が 必要だ。 

 はば 

4. A社は 大幅な 赤字に なった。社長は 責任を 取って 辞任した。 

 

5. 生物は 長い 時間を かけて 進化する。 

 

米176,国163,中37,方45,広160,拡580,写399,真400,大36,温210,室424,効445,果443,削

824,減360,進578,推579,台211,風212,北94,私76,会131,社133,内50,結441,婚442,夫891,

婦892,組576,今32,週27,英125,先31,首566,脳567,議454,開97,計331,画397,多40,額330,

資523,金24,必326,要327,幅750,赤168,字127,長158,責581,任582,取259,辞583,生266,物

252,時17,間100,化357 
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Answer _________________________________________________ 
A-1 そしき (e)｜A-2 しんぽ (c)｜A-3 すいしん (f) 

A-4 すいり (d)｜A-5 しんか (a)｜A-6 かくだい (b) 

B-1 せきにん (c)｜B-2 じにん (d)｜B-3 じしょ (b) 

B-4 くみあい (a)｜B-5 いいんかい (f)｜B-6 いたく (e) 

C-1 かいしゃの 組織（そしき）を かいかく する。 

C-2 パソコンは １０ねんまえより 進歩（しんぽ） した。 

C-3 じけんの はんにんを 推理（すいり） する。 

C-4 おおあめの ひがいが 拡大（かくだい） している。 

D-1 せいじかは こくみんの せいかつに 責任（せきにん）が ある。 

D-2 しゅしょうが 辞任（じにん） した。 

D-3 辞書（じしょ）で たんごの いみを しらべる。 

D-4 組合（くみあい）は ちんあげを ようきゅう した。 

E-1 べいこくより ちゅうごくの ほうが 広い（ひろい）。 

E-2 パソコンで しゃしんを 拡大（かくさい） する。 

E-3 おんしつこうかガスの さくげんを 推進（すいしん） する。 

E-4 たいふうは きたに 進んで（すすんで）いる。 

F-1 わたしの かいしゃには しゃないけっこんの ふうふが ３くみ いる。 

F-2 こんしゅう えいこくで せんしんこく・しゅのう・かいぎが ひらかれる。 

F-3 この けいかくを すすめる ためには たがくの しきんが ひつようだ。 

F-4 Ａしゃは おおはばな あかじに なった。しゃちょうは せきにんを とって じんにん した。 

F-5 せいぶん／いきものは ながい じかんを かけて しんか する。 

Vocabulary & Patterns ____________________________________ 
あかじ（赤字） deficit, loss 
えいこく（英国） England, United Kingdom 
おおはば（大幅） big (fall, raise), sharp (cut) 
おんしつこうか（温室効果） greenhouse effect 
かいかく（改革）sv. reform, reorganize 
かける to take time, take cost 
けいかく（計画）sv. plan, project 
けっこん（結婚）sv. marriage 
こくみん（国民） nation, people, citizen 
さくげん（削減）sv. cut down, retrench, curtail 
しきん（資金） fund, capital 
じけん（事件） happening, incident, crime, case 
しゃしん（写真） photograph 
しゃちょう（社長） (company) president 
しゃない（社内） in the company, in the office 
しゃないけっこん（社内結婚） marriage between 

two people of the same company 
しゅのう（首脳） leader, head 
しらべる（調べる） to investigate, check, look 

over, find out 

せいかつ（生活）sv. life, live 
せいじか（政治家） politician 
せいぶつ（生物） living thing, creature 
せんしんこく（先進国） advanced country 
せんしんこくしゅのうかいぎ（先進国首脳会議） 

Summit (G8, G20?) 
たがく（多額） large money, a lot of money 
ために for, in order to do 
たんご（単語） a word, vocabulary 
ちゅうごく（中国） China 
ちんあげ（賃上げ）sv. raise in salary 
とる（取る） to take, get 
はんにん（犯人） criminal 
ひがい（被害） damage, harm 
ひつよう（必要） need, necessary 
ひらかれる（開かれる） to be open, be held 
ひろい（広い） wide, broad, spacious 
べいこく（米国） United States (U.S.A) 
ようきゅう（要求）sv. request, demand, claim 

 


