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1 in any case とにかく 1 occur 起こる
2 矢 arrow 2 display ～を展示する
3 政治 politics 3 freeze 凍る
4 通路 aisle 4 politics 政治
5 angle 角度 5 regulate ～を規制する
6 評判 reputation 6 increase 増加する
7 区別 distinction 7 urge ～を促す
8 popularity 人気 8 include ～を含む
9 理論 theory 9 stick 執着する

10 刑務所 jail 10 dive 飛び込む
11 advance 前進する 11 purpose 目的地
12 資源 resource 12 personality 個性
13 excuse 言い訳をする 13 surroundings 環境
14 判決 judgment 14 advance 前進する
15 medium 媒介物 15 jail 刑務所
16 surface 表面 16 element 要素
17 do well 成績が良い 17 debate 討論
18 外食する eat out 18 distinction 区別
19 face face 面と向かって 19 discourage ～を落胆させる
20 care for ～を好む（～を世話する） 20 angle 角度
21 過程 process 21 organization 組織
22 収入 income 22 coincidence 一致
23 prejudice 偏見 23 income 収入
24 coincidence 一致 24 process 過程
25 debate 討論 25 proof 証拠
26 fatigue 疲労 26 judgment 判決
27 wheel 車輪 27 delight 喜ばせる
28 instinct 本能 28 rob ～を奪い取る
29 purpose 目的地 29 substance 物質
30 bill 勘定書 30 favor 好意
31 環境 surroundings 31 materialで 材料
32 進歩 progress 32 aisle 通路
33 材料 material 33 run ～を動かす
34 好意 favor 34 resource 資源
35 卒業 graduation 35 surround ～を囲む
36 organization 組織 36 passage 通路
37 機能 function 37 decide ～を決心する
38 証拠 proof 38 prejudice 偏見
39 物質 substance 39 adjust 順応する
40 教授 professor 40 medium 媒介物
41 個性 personality 41 popularity 人気
42 palace 宮殿 42 gulf 湾
43 反対 contrary 43 theory 理論
44 element 要素 44 functionで 機能
45 通路 passage 45 select ～を選択する
46 increase 増加する 46 progress 進歩
47 urge ～を促す 47 bill 勘定書
48 discourage ～を落胆させる 48 professor 教授
49 decide ～を決心する 49 excuse 言い訳をする
50 occur 起こる 50 tend ～しがちである
51 spend ～を費やす 51 arrow 矢
52 surround ～を囲む 52 fatigue 疲労
53 fix ～を修理する 53 fix ～を修理する
54 cause ～を引き起こす 54 contrary 反対
55 regulate ～を規制する 55 face face 面と向かって
56 tend ～しがちである 56 forgive ～を許す
57 adjust 順応する 57 reputation 評判
58 freeze 凍る 58 graduation 卒業
59 stick 執着する 59 instinct 本能
60 include ～を含む 60 surface 表面
61 display ～を展示する 61 wheel 車輪
62 dive 飛び込む 62 spend ～を費やす
63 delight 喜ばせる 63 in any case とにかく
64 rob ～を奪い取る 64 cause ～を引き起こす
65 bind ～を縛る 65 do well 成績が良い
66 run ～を動かす 66 care for ～を好む（～を世話する）
67 forgive ～を許す 67 bind ～を縛る
68 select ～を選択する 68 palace 宮殿
69 湾 gulf 69 eat out 外食する

曲順問題 ランダム問題


