
英検準２級／LA・LA・LA LOVE SONG 

1
What do you say to

doing?

 ～はいかがですか？（～は

どうでしょうか？）
1 whether

～であろうとなかろうと（～

かどうか）

2 handsome ハンサムな 2 normally 通常は（普通は）

3 足元に気をつけて！ Watch your step! 3 be independent of～  ～から独立している

4 be unable to do ～することができない 4 be considered to do ～すると考えられている

5 be just about to まさに～するところだ 5 generous 寛大な

6 be expected to do
 ～するものとされている（～

するよう期待される）
6 know of

～の存在について知ってい

る（心当たりがある）

7 Can I help you? 何かお探しですか？ 7 flat tire パンクしたタイヤ

8 Good luck! がんばって！(幸運を祈ります） 8 You mean～？ ～ということね？

9 wildlife 野生生物 9 report ～を報告（報道）する

10 be independent of～  ～から独立している 10 photographer 写真家（カメラマン）

11 be disappointed with  ～にがっかりする 11 turn up～ ～を大きくする（音量等）

12 be considered to do ～すると考えられている 12 banknote  紙幣

13 be responsible for～  ～に責任がある 13 constant 一定の（不断の）

14 normally 通常は（普通は） 14 wildlife 野生生物

15 lawyer 弁護士（法律家） 15 be responsible for～  ～に責任がある

16 preparation 準備 16 pressure 圧力（重圧）

17 pressure 圧力（重圧） 17 preparation 準備

18 report ～を報告（報道）する 18 handsome ハンサムな

19 train  ～を訓練する 19 final 最後の

20 You mean～？ ～ということね？ 20 assignment 宿題

21 whether
～であろうとなかろうと（～

かどうか）
21 in private

誰もいないところで(非公式

に･内緒で）

22 That's good to hear. それは良かったね 22 burst into laughter 突然笑い出す

23 That's time with me. 私はそれで結構です 23 environmentally 環境保護の点で

24 photographer 写真家（カメラマン） 24 lawyer 弁護士（法律家）

25 寛大な generous 25 That's good to hear. それは良かったね

26 パンクしたタイヤ flat tire 26 be unable to do ～することができない

27 environmentally 環境保護の点で 27 be just about to まさに～するところだ

28 宿題 assignment 28 That's time with me. 私はそれで結構です

29 beyond ～を越えて（～の向こうに） 29 Good luck! がんばって！(幸運を祈ります）

30 突然笑い出す burst into laughter 30 beyond ～を越えて（～の向こうに）

31 constant 一定の（不断の） 31 three-dimensional 3次元の/立体の

32 final 最後の 32 tempt ～を誘う（～を引き付ける）

33 banknote  紙幣 33 Watch your step! 足元に気をつけて！

34  install
（装置など）を設置する（～

をインストールする）
34  install

（装置など）を設置する（～

をインストールする）

35 turn in
～を提出する(内側に曲げ

る､～を中に入れる)
35

What do you say to

doing?

 ～はいかがですか？（～は

どうでしょうか？）

36 tempt ～を誘う（～を引き付ける） 36 be disappointed with  ～にがっかりする

37 in private
誰もいないところで(非公

式に･内緒で）
37 be expected to do

 ～するものとされている（～

するよう期待される）

38 turn up～ ～を大きくする（音量等） 38 Can I help you? 何かお探しですか？

39 hand out  ～を配る 39 hand out  ～を配る

40 three-dimensional 3次元の/立体の 40 assignment 宿題

41 know of
～の存在について知ってい

る（心当たりがある）
41 turn in

～を提出する(内側に曲げ

る､～を中に入れる)

曲順問題 ランダム問題


