
英検準２級／BE THERE

1 put an end to～ ～を終わらせる 1 less than～ ～より少なく

2 brief 短い 2 urban 都会の

3 draw up～ 止まる 3 for one's lifeは 必死になって

4 make A into B AをBにする 4 raw 生の

5 nothing but～ ただ～だけ 5 be busy doing ～するのに忙しい

6 いろいろな a variety of～ 6 owe A to B AをBに負っている

7 look down on～ ～を見下す 7 be dressed in～ ～の服装をする

8 心の mental 8 mental 心の

9 follow ～を追う 9 learn A by heart Aを暗記する

10 be dressed in～ ～の服装をする 10 joyful 楽しい

11 have A in mind Aを考えている 11 turn out to be～ ～であることがわかる

12 take A into account Aを考慮に入れる 12 prove to be～ ～であることがわかる

13 turn out to be～ ～であることがわかる 13 by accident 偶然に

14 that of～ ～のそれ 14 follow ～を追う

15 joyful 楽しい 15 opposite 反対の

16 記念の memorial 16 spend A doing Aを～して過ごす

17 spend A doing Aを～して過ごす 17 be worth doing ～する価値がある

18 by accident 偶然に 18 have A in mind Aを考えている

19 pass down A to Bは AをBに伝える 19 brief 短い

20 prove to be～ ～であることがわかる 20 a variety of～ いろいろな

21 in vain だめで 21 They say that～ ～だそうだ

22 owe A to B AをBに負っている 22 just around the corner すぐ間近に

23 be worth doing ～する価値がある 23 royal 王の

24 urge A to do Aに～するように促す 24 make comments on～ ～を論評する

25 just around the corner すぐ間近に 25 mean to do ～するつもりだ

26 They say that～ ～だそうだ 26 pick A up Aを車で迎えに行く

27 反対の opposite 27 urge A to do Aに～するように促す

28 都会の urban 28 memorial 記念の

29 法律の legal 29 legal 法律の

30 王の royal 30 look down on～ ～を見下す

31 pick A up Aを車で迎えに行く 31 draw up～ 止まる

32 for one's lifeは 必死になって 32 that of～ ～のそれ

33 裸の naked 33 in vain だめで

34 派手な loud 34 theme 主題

35 生の raw 35 flat 平らな

36 mean to do ～するつもりだ 36 loud 派手な

37 less than～ ～より少なく 37 put an end to～ ～を終わらせる

38 平らな flat 38 make A into B AをBにする

39 learn A by heart Aを暗記する 39 nothing but～ ただ～だけ

40 主題 theme 40 take A into account Aを考慮に入れる

41 be busy doing ～するのに忙しい 41 pass down A to Bは AをBに伝える

42 make comments on～ ～を論評する 42 naked 裸の

曲順問題 ランダム問題


