
英検２級／BLOWIN' 

1 endangered 絶滅の危機にある 1 court case 訴訟

2 court case 訴訟 2
matter of life and
death

生死の大問題

3 conservation （環境の）保護 3 endangered 絶滅の危機にある

4 chore 雑用 4 hang in there 持ちこたえる（頑張る）

5 interpret ～を解釈する(～を通訳する) 5 raise money for～ ～のための寄付金を集める

6 opponent 敵対者 6 constantly いつでも（絶えず）

7 suppress ～を抑圧する 7 eruption 噴火

8 keep time （時計が）正しく動く 8 opponent 敵対者

9 May I take your order? ご注文を伺っていいですか？ 9 sum up ～を要約する（～を合計する）

10 of one’s own accord 自発的に 10 incredibly 信じられないほど

11 at the cost of～ ～を犠牲にして 11 conservation （環境の）保護

12 abstract 抽象的な 12 of one’s own accord 自発的に

13 automatically 自動的に（自動で、 一人で） 13 collide with～ ～と衝突する

14
Can you call her
back later?

後で彼女にかけ直してもら
えますか？

14
have a tendency to
do

～する傾向がある

15 congratulate ～に祝辞を述べる（～を称賛する） 15 for long 長い間

16 eruption 噴火 16 at the cost of～ ～を犠牲にして

17 acquaintance 知人 17 chore 雑用

18
have a tendency to
do

～する傾向がある 18
face the
consequences of～

～の責任を取る

19 for long 長い間 19 automatically 自動的に

20 go ahead with  ～を進める 20 suppress ～を抑圧する

21 hang in there 持ちこたえる（頑張る） 21 household 所帯（家族）

22 household 所帯（家族） 22 keep time （時計が）正しく動く

23
face the
consequences of～

～の責任を取る 23
May I take your
order?

ご注文を伺っていいです

か？

24 sum up ～を要約する（～を合計する） 24 go ahead with  ～を進める

25 raise money for～ ～のための寄付金を集める 25 grind ～を粉にする

26 scent 香り 26 acquaintance 知人

27 incredibly 信じられないほど 27 count ～ out ～を除外する

28
keep things in
proportion

物事を冷静に考える 28
Can you call her
back later?

後で彼女にかけ直して
もらえますか？

29 grind ～を粉にする 29 I appreciate it. 感謝しています。

30 I appreciate it. 感謝しています。 30 be at stake 危うくなっている

31 constantly いつでも（絶えず） 31 scent 香り

32 at all costs どんな犠牲を払っても 32 abstract 抽象的な

33 be at stake 危うくなっている 33 at all costs どんな犠牲を払っても

34 collide with～ ～と衝突する 34 interpret ～を解釈する(～を通訳する)

35 count ～ out ～を除外する 35 congratulate ～に祝辞を述べる

36
matter of life and
death

生死の大問題 36
keep things in
proportion

物事を冷静に考える

曲順問題 ランダム問題


