
英検準２級／GIMME YOUR LOVE ～不屈の LOVE DRIVE

1 introduce A to B AをBに紹介する 1 fulfill ～を果たす

2 to be sure 確かに 2 ideal 理想的な

3 by way of～ ～経由で 3 get used to doing ～することに慣れる

4 hang up 電話を切る 4 stand for～ ～を表す

5 solid 個体の 5 throw away～ ～を捨てる

6 乗車して on board 6 anniversary 記念日

7 make way for～ ～に道を譲る 7 hang up 電話を切る

8 be made of～ ～でできている 8 dig ～を掘る

9 賃貸用の for rent 9 domestic 家庭内の

10 stand for～ ～を表す 10 come along 一緒にくる

11 throw away～ ～を捨てる 11 repair ～を修理する

12 get used to doing ～することに慣れる 12 wait 待つ

13 make an appointment with～ ～と会う約束をする 13 be made of～ ～でできている

14 諺 proverb 14 suffer 苦しむ

15 のど throat 15 be willing to do 進んで～する

16 なお悪いことには what is worse 16 disappear 見えなくなる

17 come along 一緒にくる 17 allow A to do Aに～するのを許す

18 unless もし～でなければ 18 at the same time 同時に

19 think of A as B AをBと考える 19 make an appointment with～ ～と会う約束をする

20 dig ～を掘る 20 introduce A to B AをBに紹介する

21 stress ～を強調する 21 make friends with～ ～と友達になる

22 repair ～を修理する 22 throat のど

23 trust ～を信用する 23 to be sure 確かに

24 handle ～を取り扱う 24 stress ～を強調する

25 hide ～を隠す 25 what is worse なお悪いことには

26 beg ～を請う 26 solid 個体の

27 check ～を検査する 27 sink 沈む

28 fulfill ～を果たす 28 make way for～ ～に道を譲る

29 blame ～を非難する 29 for rent 賃貸用の

30 精力的な energetic 30 handle ～を取り扱う

31 external 外部の 31 beast 獣

32 domestic 家庭内の 32 external 外部の

33 見事な splendid 33 blame ～を非難する

34 wait 待つ 34 individual 個々の

35 suffer 苦しむ 35 think of A as B AをBと考える

36 worth ～の価値がある 36 splendid 見事な

37 regular 規則正しい 37 trust ～を信用する

38 工業の industrial 38 on board 乗車して

39 個々の individual 39 identity 同一性

40 獣 beast 40 tongue 舌

41 disappear 見えなくなる 41 beg ～を請う

42 postpone ～を延期する 42 proverb 諺

43 舌 tongue 43 industrial 工業の

44 identity 同一性 44 worth ～の価値がある

45 anniversary 記念日 45 energetic 精力的な

46 point out～ ～を指摘する 46 regular 規則正しい

47 be willing to do 進んで～する 47 unless もし～でなければ

48 沈む sink 48 hide ～を隠す

49 allow A to do Aに～するのを許す 49 melt 溶ける

50 melt 溶ける 50 by way of～ ～経由で

51 ideal 理想的な 51 point out～ ～を指摘する

52 同時に at the same time 52 check ～を検査する

53 make friends with～ ～と友達になる 53 postpone ～を延期する

54 call off～ ～を中止する 54 call off～ ～を中止する

曲順問題 ランダム問題


