
英検準２級／DIAMONDS

1 quite 全く 1 favor 好意

2 離れて apart 2 treasure 宝物

3 一度に at a time 3 flour 小麦粉

4 bring in～ ～をもたらす 4 engagement 約束

5 look up～ ～を調べる 5 prime 主要な

6 in spite of～ ～にもかかわらず 6 observe ～を観察する

7 feel at home くつろぐ 7 quite 全く

8 more than anything else 他の何よりも 8 apart 離れて

9 out of one's way 邪魔にならないところに 9 factor 要素

10 at times ときどき 10 look up～ ～を調べる

11 今のところ right now 11 break one's promise 約束破る

12 a sort of～ ～のようなもの 12 at times ときどき

13 stay up late 夜更かしする 13 global 世界的な

14 take A back to Aに～を思い出させる 14 a bit of～ 少量の～

15 break one's promise 約束破る 15 bring in～ ～をもたらす

16 地帯 region 16 be at a loss 途方にくれる

17 食欲 appetite 17 sour 酸っぱい

18 be at a loss 途方にくれる 18 more than anything else 他の何よりも

19 好意 favor 19 standard 標準の

20 液体 liquid 20 see to it  that～ ～であるように取り計らう

21 小麦粉 flour 21 send out～ ～を送り出す

22 institution 制度 22 liquid 液体

23 約束 engagement 23 head for～ ～へ向かう

24 結果 effect 24 region 地帯

25 以前の previous 25 for funは 楽しみに

26 主要な prime 26 a sort of～ ～のようなもの

27 世界的な global 27 appetite 食欲

28 observe ～を観察する 28 alike よく似て

29 betray ～を裏切る 29 in spite of～ ～にもかかわらず

30 represent ～を代表する 30 stay up late 夜更かしする

31 standard 標準の 31 previous 以前の

32 上の方の upper 32 in detail 詳細に

33 send out～ ～を送り出す 33 right now 今のところ

34 詳細に in detail 34 be out of breath 息切れする

35 Aもまた A as well 35 early 早い

36 head for～ ～へ向かう 36 major 主要な

37 for fun 楽しみに 37 represent ～を代表する

38 a bit of～ 少量の～ 38 fuel 燃料

39 major 主要な 39 A as well Aもまた

40 behave oneself 行儀よくする 40 behave oneself 行儀よくする

41 be out of breath 息切れする 41 feel at home くつろぐ

42 fuel 燃料 42 betray ～を裏切る

43 要素 factor 43 at a time 一度に

44 宝物 treasure 44 upper 上の方の

45 excellent 優れた 45 effect 結果

46 早い early 46 excellent 優れた

47 sour 酸っぱい 47 out of one's way 邪魔にならないところに

48 alike よく似て 48 institution 制度

49 see to it  that～ ～であるように取り計らう 49 take A back to Aに～を思い出させる

曲順問題 ランダム問題


