
英検3～5級／Get Wild

1 脅して追い払う frighten away 1 although ～だけれども

2 しっかりと tightly 2 Valentine's Day 聖バレーンタイーンの祝日

3 release A from B AをＢから放す 3 sit at the table 食卓につく

4 hit on the idea of～ ～を思いつく 4 many kinds of 多くの種類の～

5 be pleased with ～が気に入る 5 be pleased with ～が気に入る

6 give A a big hand Aに拍手をする 6 in stead of～ ～しないで

7 total 全体の 7 hit on the idea of～ ～を思いつく

8 Here it goes. さあ 8 unconscious 意識を失った

9 be sorry to～ ～してまことに残念です 9 It depends 時と場合による

10 a bunch of ～房 10 speak about ～について話す

11 Valentine's Day 聖バレーンタイーンの祝日 11 be going to do ～するつもり

12 important 重要な 12 rise 起き上がる

13 意識を失った unconscious 13 plenty of～ たくさんの～

14 speak about ～について話す 14 fly to～ ～まで飛行機で行く

15 実際には practically 15 frighten away 脅して追い払う

16 in spite of～ ～にもかかわらず 16 greatly 大いに

17 though ～だけれども 17 Here it goes. さあ

18 although ～だけれども 18 practically 実際には

19 flash ピカッと光る 19 Have a nice weekend 良い週末を

20 非常に多数の～ a great number of～ 20 be sorry to～ ～してまことに残念です

21 in stead of～ 「～しないで」 21 incident できごと

22 Have a nice weekend 良い週末を 22 with ～と一緒に

23 punish ～を罰する 23 give A a big hand Aに拍手をする

24 invitation 招待だ 24 except ～をのぞいて

25 食卓につく sit at the table 25 in spite of～ ～にもかかわらず

26 northeast 北東の 26 clearly はっきりと

27 It depends 時と場合による 27 though ～だけれども

28 indifferent ～に無関心な 28 sigh ため息つく

29 watch out for～ ～を警戒する 29 punish ～を罰する

30 incident できごと 30 a great number of～ 非常に多数の～

31 fly to～ ～まで飛行機で行く 31 much… たくさんの

32 except ～をのぞいて 32 northeast 北東の

33 多くの種類の～ many kinds of 33 important 重要な

34 clearly はっきりと 34 indifferent ～に無関心な

35 be going to do ～するつもり 35 invitation 招待だ

36 greatly 大いに 36 watch out for～ ～を警戒する

37 起き上がる rise 37 a bunch of ～房

38 fail 失敗する 38 total 全体の

39 plenty of～ たくさんの～ 39 release A from B AをＢから放す

40 sigh ため息つく 40 flash ピカッと光る

41 with ～と一緒に 41 tightly しっかりと

42 たくさんの much… 42 fail 失敗する
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