
英検２級／BAD COMMUNICATION

1 nothing less than ～にほかならない 1 closely 綿密に（密接に）
2 leisure 自由な時間（余暇） 2 generally speaking 一般的に   言えば
3 merely 単に（ただの） 3 take one's place ～の代理を務める
4 publicity 宣伝（知れ渡ること） 4 expose ～をさらす（～を暴露する）
5 take one's place ～の代理を務める 5 complex 複雑な（複合の）
6 if I were you… 俺が君なら、、、 6 complicated 複雑な（ややこしい）
7 migrate 移住する（”鳥・魚が”渡る） 7 altitude 高度（海抜）
8 bureau （官庁の）事務局（局） 8 phrase 句（成句）
9 simply 簡単に（単に） 9 exceed ～を超える（～に勝る）

10 take pains to do ～しようと苦心する 10 jar つぼ（瓶）
11 wheelchair 車いす 11 confess ～を告白する
12 Why don't you～? ～してはどうですか？ 12 background 経歴（背景）
13 Would you like to join us? 私たちと一緒にどうですか？ 13 merely 単に（ただの）
14 open one's heart 本心を明かす 14 leisure 自由な時間（余暇）
15 no less A than B Ｂと同様にＡで（Ｂに劣らずＢで） 15 construct ～を建設する（～を組み立てる）

16 It's been a long time!  久しぶりだね 16 no less A than B Ｂと同様にＡで（Ｂに劣らずＢ
17 Long time no see. お久しぶりです 17 nutrition 栄養（栄養物）
18 insist 言い張る 18 bureau （官庁の）事務局（局）
19 resign 退任（辞める　～を断念する） 19 if I were you… 俺が君なら、、、
20 I'm afraid not. どうやら～しないようだ。 20 motion 運動（動作）
21 skeleton  骸骨（骨格、骨組み） 21 take pains to do ～しようと苦心する
22 patch 継ぎ・斑点 22 passive 受動的な
23 rainforest （熱帯）雨林 23 skeleton  骸骨（骨格、骨組み）
24 seal ～に封する（～を密封する） 24 moderate 適度な（程よい）
25 leave ～ in the dark ～をあいまいにしておく 25 fortunate 運の良い
26 nutrition 栄養（栄養物） 26 apply 申し込む（～を適用する）
27 fitness 健康（適合） 27 chore 雑用
28 companion 連れ・仲間 28 companion 連れ・仲間
29 complicated 複雑な（ややこしい） 29 assert ～を主張する（～を断言する）
30 complex 複雑な（複合の） 30 go with ～に似合う
31 construct ～を建設する（～を組み立てる） 31 breed ～を飼育する（～を栽培する）
32 contract ～を契約する 32 migrate 移住する（”鳥・魚が”渡る）
33 confess ～を告白する 33 bet on～ ～に賭ける（～を請け負う）
34 cuisine 料理法（料理） 34 resign 退任（辞める　～を断念する）
35 expose ～をさらす（～を暴露する） 35 fitness 健康（適合）
36 have a look at ～を見る 36 Long time no see. お久しぶりです
37 go with ～に似合う 37 assist ～を手伝う
38 fragile 繊細な（壊れやすい もろい） 38 nothing less than ～にほかならない
39 fortunate 運の良い 39 contract ～を契約する（協定など～を結ぶ）

40 generally speaking 一般的に   言えば 40 insist 言い張る
41 mammal 哺乳動物 41 simply 簡単に（単に）
42 assign 割り当てる（～を配属する） 42 fragile 繊細な（壊れやすい もろい）
43 assist ～を手伝う 43 have a look at ～を見る
44 assert ～を主張する（～を断言する） 44 publicity 宣伝（知れ渡ること）
45 bet on～ ～に賭ける（～を請け負う） 45 open one's heart 本心を明かす
46 breed ～を飼育する（～を栽培する） 46 seal ～に封する（～を密封する）
47 compulsory 義務教育 47 wheelchair 車いす
48 jar つぼ（瓶） 48 gene 遺伝子
49 phrase 句（成句） 49 Why don't you～? ～してはどうですか？
50 place ～を置く 50 compulsory education 義務教育
51 next to ～  ほとんど～ 51 patch 継ぎ・斑点
52 motion 運動（動作） 52 be convinced of ～ ～を確信している
53 apply 申し込む（～を適用する） 53 It's been a long time!  久しぶりだね
54 moderate 適度な（程よい） 54 at a distance 離れたところで
55 passive 受動的な 55 I'm afraid not. どうやら～しないようだ。
56 at a distance 離れたところで 56 Would you like to join us? 私たちと一緒にどうですか？
57 be convinced of ～ ～を確信している 57 next to ～  ほとんど～
58 background 経歴（背景） 58 cuisine 料理法（料理）
59 closely 綿密に（密接に） 59 give A a try Aをやってみる（Ａを試してみる）

60 exceed ～を超える（～に勝る） 60 assign 割り当てる（～を配属する）
61 gene 遺伝子 61 leave ～ in the dark ～をあいまいにしておく
62 give A a try Aをやってみる（Ａを試して 62 mammal 哺乳動物
63 altitude 高度（海抜） 63 place ～を置く
64 chore 雑用 64 rainforest （熱帯）雨林

曲順問題 ランダム問題


