
英検準２級／Bye Bye My Love 

1 hang up the phone 電話切る 1 issue 発行（雑誌などの第～号）

2 harmful 有害な 2 diary 日記

3 historical 歴史の（歴史上の） 3 arrange  ～を取り決める

4 march 行進する 4 be in hospital 入院している

5 I'd love to. 喜んで（そうします） 5 yell 叫ぶ（怒鳴る）

6 I agree. 賛成です 6 clinic 診療所

7 housework 家事 7 pause 休止（中止）

8 issue 発行（雑誌などの第～号） 8 reject ～を拒絶する

9 Let me see. ええと（ちょっと待ってください） 9 Guess what! ねえねえ聞いて！（聞いてよ）

10 regularly 定期的に（規則正しく） 10 help A to do Aが～するのを助ける

11 navy 海軍 11 historical 歴史の（歴史上の）

12 reject ～を拒絶する 12 navy 海軍

13 by chance 偶然に 13 I agree. 賛成です

14 conclusion 結論（結び） 14 march 行進する

15 sailor 船乗り 15 addition 追加（付け加えること）

16 How was ～？ ど うだった？ 16 charity 慈善事業

17 Guess what! ねえねえ聞いて！（聞いてよ） 17 Here you are. さあ、どうぞ

18 guide dog 盲導犬 18 dinosaur 恐竜

19 addition 追加（付け加えること） 19 conclusion 結論（結び）

20 be in hospital 入院している 20 harmful 有害な

21 I guess so. そう思う 21 sailor 船乗り

22 rely on～ ～を信頼する（～を頼る） 22 by chance 偶然に

23 safety 安全 23 if you like よろしければ

24 arrange  ～を取り決める 24 How was ～？ ど うだった？

25 careful 注意深い 25 I'd love to. 喜んで（そうします）

26 charming 魅力的 26 I guess so. そう思う

27 charity 慈善事業 27 safety 安全

28 Calm down. 落ち着いて 28 delivery 配達

29 diary 日記 29 regularly 定期的に（規則正しく）

30 Does that mean～？ ～という意味？ 30 careful 注意深い

31 pause 休止（中止） 31 in one’s twenties 20代の時に

32 Well done! よくやった! 32 Well done! よくやった!

33 yell 叫ぶ（怒鳴る） 33 physical 身体の（物質的な）

34 microwave 電子レンジ 34 frightened ぎょっとした（おびえた）

35 frightened ぎょっとした（おびえた） 35 guide dog 盲導犬

36 insect 昆虫 昆虫 36 frightening 恐ろしい

37 immediate すぐの（即時） 37 calcium ｶﾙｼｳﾑ

38 physical 身体の（物質的な） 38 cannot fail to  必ず～する

39 be right back すぐに戻って来る 39 teammate ﾁｰﾑﾒｲﾄ

40 in one’s twenties 20代の時に 40 Does that mean～？ ～という意味？

41 clinic 診療所 41 be right back すぐに戻って来る

42 dinosaur 恐竜 42 expense 費用

43 help A to do Aが～するのを助ける 43 be through with  ～を終える

44 Here you are. さあ、どうぞ 44 charming 魅力的

45 be through with  ～を終える 45 hang up the phone 電話切る

46 bacteria 細菌（バクテリア） 46 microwave 電子レンジ

47 cannot fail to  必ず～する 47 For one thing  一つには

48 delivery 配達 48 immediate すぐの（即時）

49 frightening 恐ろしい 49 instruction 指示

50 expense 費用 50 rely on～ ～を信頼する（～を頼る）

51 if you like よろしければ 51 housework 家事

52 calcium ｶﾙｼｳﾑ 52 bacteria 細菌（バクテリア）

53 teammate ﾁｰﾑﾒｲﾄ 53 Calm down. 落ち着いて

54 For one thing  一つには 54 site ｳｪﾌﾞｻｲﾄ（用地）

55 instruction 指示 55 Let me see.
ええと（ちょっと待ってくださ

い）
56 site ｳｪﾌﾞｻｲﾄ（用地） 56 insect 昆虫

曲順問題 ランダム問題


