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1 概略 outline 1 endure ～を我慢する
2 所有者 estate 2 behalf 利益
3 soar 天高く上がる 3 soar 天高く上がる
4 itch かゆい 4 concept 概念
5 無作法な impolite 5 collar えり
6 minus ～を引いた 6 general 一般的な
7 辛うじて narrowly 7 appear 現れること
8 be equivalent to ～と同等で 8 pray 祈る
9 certain ～を確信して 9 heritage 遺産

10 それにもかかわらず nevertheless 10 itch かゆい
11 persist ～をあくまでも主張する 11 alibi アリバイ
12 impose ～を課す 12 compensate 償う
13 一般的な general 13 get out of 出る
14 変えられる convertible 14 conflict 矛盾する
15 間違う err 15 impolite 無作法な
16 関連した relevant 16 chapter 章
17 省 ministry 17 derive ～を引き出す
18 拒否 rejection 18 district 地区
19 though だけれども 19 depart 出発する
20 unless ～でなければ 20 err 間違う
21 学期 semester 21 bankrupt 破産した
22 acquire ～を得る 22 acquire ～を得る
23 えり collar 23 narrowly 辛うじて
24 endure ～を我慢する 24 lecture 講義する
25 親切にもてなすこと hospitality 25 nevertheless それにもかかわらず
26 respective それぞれの 26 be equivalent to ～と同等で
27 separate ～を離す 27 separate ～を離す
28 be suspicious of ～を疑って 28 impose ～を課す
29 受付係 receptionist 29 be suspicious of ～を疑って
30 地区 district 30 anxious ～を心配して
31 anxious ～を心配して 31 lie 寝る
32 derive ～を引き出す 32 ministry 省
33 破産した bankrupt 33 victim 犠牲者
34 separate ～を離す 34 persist ～をあくまでも主張する
35 be beneficial to ～に有益な 35 account 説明する
36 自伝 autobiography 36 minus ～を引いた
37 傾く decline 37 relevant 関連した
38 遺産 heritage 38 receptionist 受付係
39 appear 現れること 39 depot 停車場
40 concept 概念 40 certain ～を確信して
41 to some extent ある程度まで 41 autobiography 自伝
42 酸素 oxygen 42 corporate 法人の
43 当てにする depend 43 hospitality 親切にもてなすこと
44 講義する lecture 44 depend 当てにする
45 章 chapter 45 though だけれども
46 put a brake on ～を抑圧する 46 be beneficial to ～に有益な
47 compensate 償う 47 put a brake on ～を抑圧する
48 conflict 矛盾する 48 decline 傾く
49 product 生産品 49 semester 学期
50 litter ～を散らかす 50 estate 所有者
51 停車場 depot 51 separate ～を離す
52 corporate 法人の 52 broker 仲介人
53 get out of 出る 53 oxygen 酸素
54 説明する account 54 pastime 気晴らし
55 pray 祈る 55 eventually 結局
56 犠牲者 victim 56 with a view to ～する目的で
57 lie 寝る 57 respective それぞれの
58 気晴らし pastime 58 to some extent ある程度まで
59 with a view to doing ～する目的で 59 convertible 変えられる
60 仲介人 broker 60 outline 概略
61 アリバイ alibi 61 litter ～を散らかす
62 結局 eventually 62 unless ～でなければ
63 出発する depart 63 product 生産品
64 利益 behalf 64 rejection 拒否
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