
英検準２級／FLASH 

1 appreciate ～を感謝する 1 explorer 探検家

2 興奮しやすい excitable 2 guard ～を守る（～を監視する）

3 in conclusion 結論として（最後に） 3 appreciate ～を感謝する

4 insist 強く主張する 4 suggestion 提案（暗示）

5 How do you like～？ ～はどうですか？ 5 excitable 興奮しやすい

6 drive by 車で通りかかる 6 compare A with B ＡをＢと比較する

7 unfriendly 不親切な（よそよそしい） 7 sit up late 夜更かしする

8 ひそかに secretly 8 scuba diving ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ

9 compare A with B ＡをＢと比較する 9 downstairs 階下で

10 危うく～しそうになる come close to～ 10 unfriendly 不親切な（よそよそしい）

11 play an important role in  ～で重要な役割を演じる 11 confirm ～を確認する

12 a good deal of 大量の～ 12 frightening ぎょっとするような（恐ろしい）

13 explanation 説明 13 How do you like～？ ～はどうですか？

14 go against～ ～に反する（～に逆らう） 14 a few days 2～3日

15 どこかに somewhere 15 in conclusion 結論として（最後に）

16 lower ～を下げる（低い方の） 16 endlessly 果てしなく

17 ドイツ語 German 17 graduate from  ～を卒業する

18 stretch ｽﾄﾚｯﾁをする 18 For one thing 一つには

19 pronounce ～を発音する 19 issue 発行（問題点）

20 graduate from  ～を卒業する 20  go ahead 先に行く

21 探検家 explorer 21 drive by 車で通りかかる

22 I'm wondering if～ ～かどうかと思いまして 22 go against～ ～に反する（～に逆らう）

23 scuba diving ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ 23 mosquito 蚊

24 Bにちなんで Aを名づける name A after B 24 code 規範（暗号）

25 set the table 食卓の用意をする 25 Would you mind doing?  ～していただけませんか？

26 ひょいと立ち寄る drop by 26 I'm wondering if～ ～かどうかと思いまして

27 mess 散らかった状態（酷い有様） 27 in that case その場合には

28 confirm ～を確認する 28 mess 散らかった状態（酷い有様）

29 2～3日 a few days 29 German ドイツ語

30 必ずしも（必然的に） necessarily 30 necessarily 必ずしも（必然的に）

31 sit up late 夜更かしする 31 come close to～ 危うく～しそうになる

32 suggestion 提案（暗示） 32 in mind 心の中で

33 spill ～をこぼす 33 lower ～を下げる（下位の）

34 code 規範（暗号） 34 a good deal of 大量の～

35 guard ～を守る（～を監視する） 35 name A after B Bにちなんで Aを名づける

36 issue 発行（問題点） 36 insist 強く主張する

37 mosquito 蚊 37 stretch ｽﾄﾚｯﾁをする

38 Would you mind doing?  ～していただけませんか？ 38 spill ～をこぼす

39 endlessly 果てしなく 39 play an important role in  ～で重要な役割を演じる

40 downstairs 階下で 40 somewhere どこかに

41 ぎょっとするような frightening 41 pronounce ～を発音する

42 For one thing 一つには 42 secretly ひそかに

43 先に行く  go ahead 43 explanation 説明

44 in mind 心の中で 44 set the table 食卓の用意をする

45 in that case その場合には 45 drop by ひょいと立ち寄る
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