
英検２級／HOT LIMIT 

1 科学技術の technological 1 productivity 生産力

2 distinguish ～を区別する 2 relation 関係

3 原因 source 3 exception 例外

4 関係 relation 4 proposal 提案

5 advertising 広告 5 degree 程度

6 犯罪 crime 6 currency 通貨

7 提案 proposal 7 struggle 奮闘する

8 psychologist 心理学者 8 advertising 広告

9 ぜんそく asthma 9 taste 味覚

10 行動 conduct 10 security 防衛

11 才能 aptitude 11 technological 科学技術の

12 程度 degree 12 span 期間

13 option 選択権 13 lodge 泊まる

14 young star 若者 14 stun ～を呆然とさせる

15 responsibility 責任 15 unlikely ありそうもない

16 例外 exception 16 element 要素

17 期間 span 17 purity 純潔

18 生産力 productivity 18 greed 貪欲

19 純潔 purity 19 formation 形成

20 量 deal 20 relationship 関係

21 調和 harmony 21 authoritarian 独裁主義の

22 要素 element 22 young star 若者

23 技巧 technique 23 alternative 二者択一の

24 lodge 泊まる 24 occasionally 時々

25 bulge ふくれる 25 not to mention ～は言うまでもなく

26 continue 続く 26 prelude 前奏

27 roast ～を焼く 27 conduct 行動

28 うめく groan 28 be promoted to ～に昇進して

29 常食 diet 29 atmosphere 雰囲気

30 防衛 security 30 psychologist 心理学者

31 見方 viewpoint 31 viewpoint 見方

32 味覚 taste 32 distinguish ～を区別する

33 関係 relationship 33 asthma ぜんそく

34 雰囲気 atmosphere 34 roast ～を焼く

35 図表 chart 35 harmony 調和

36 通貨 currency 36 otherwise そうでなければ

37 not to mention ～は言うまでもなく 37 leather 皮

38 be promoted to ～に昇進して 38 groan うめく

39 occasionally 時々 39 horror 恐怖

40 otherwise そうでなければ 40 chart 図表

41 interfere 邪魔をする 41 responsibility 責任

42 struggle 奮闘する 42 interfere 邪魔をする

43 stun ～を呆然とさせる 43 flood ～を氾濫させる

44 flood ～を氾濫させる 44 bulge ふくれる

45 前奏 prelude 45 source 原因

46 利益 behalf 46 option 選択権

47 絶壁 cliff 47 diet 常食

48 貪欲 greed 48 debate 討論

49 討論 debate 49 technique 技巧

50 恐怖 horror 50 deal 量

51 決心 decision 51 behalf 利益

52 形成 formation 52 jog ～をちょっと押す

53 jog ～をちょっと押す 53 freezing 凍るように寒い

54 皮 leather 54 continue 続く

55 freezing 凍るように寒い 55 aptitude 才能

56 unlikely ありそうもない 56 crime 犯罪

57 独裁主義の authoritarian 57 decision 決心

58 二者択一の alternative 58 cliff 絶壁

曲順問題 ランダム問題


