
英検２級／LOVE AFFAIR～秘密のデート

1 at best せいぜい（いくらよく見ても） 1 burst out doing 突然～し出す

2 affair 事柄（事件　業務） 2 burn out～  燃え尽きる（～を使い果たす）

3 at any rate いずれにしても（とにかく） 3 court 裁判（裁判所、”ﾃﾆｽなどの”ｺｰﾄ）

4 no sooner A than B ＡするとすぐにＢ 4 repeatedly 繰り返して

5 academic 学問の 5 at random  無作法に（手当たり次第）

6 championship 選手権大会 6 be bound to do きっと～する（～する義務がある）

7 Can I speak to～?  ～さんをお願いします 7 jam 混雑（故障）

8 by turns 交替で 8 nonprofit 非営利的な

9 temporarily 一時的に 9 Can I speak to～?  ～さんをお願いします

10 a wide range of 広範囲の～（広範囲にわたる～） 10 mode 様式（方法）

11 burn out～  燃え尽きる（～を使い果たす） 11 at best せいぜい（いくらよく見ても）

12 assure ～を保証する 12 flatter ～にお世辞を言う

13 so to speak いわば 13 temporarily 一時的に

14 take one's time （時間をかけて）ゆっくりやる 14 academic 学問の

15 as a rule 概して（一般に） 15 instance 例

16 as far as～ ～する限り 16 become the heart of ～ ～の中心となる

17 flatter ～にお世辞を言う 17 assure ～を保証する

18 make up 化粧 18 lens appeal to～ ～に訴える

19 unlike ～と違って 19 react 反応する（反発する）

20 willing ～しても構わないと思う 20 so to speak いわば

21 speak ill of ～の悪口を言う 21 be cut out for～ ～に向いてる（～に生まれついている）

22 sign up for （受講など）の届けを出す 22 provided that  ～という条件で

23 react 反応する（反発する） 23 be tempted to do ～したくなる

24 repeatedly 繰り返して 24 at any rate いずれにしても（とにかく）

25 not so much as do ～さえしない（～することもない） 25 a wide range of 広範囲の～（広範囲にわたる～）

26 nonprofit 非営利的な 26 by turns 交替で

27 touch and go 危うい状況 27 as a rule 概して（一般に）

28
to put it another

way..

（今言ったことを）別の言い方

をすると
28 to put it another way..

（今言ったことを）別の言い方を

すると

29 at the point of～ まさに～しようとして 29 at the point of～ まさに～しようとして

30 ship ～を送る（～を輸送する） 30 at the moment ちょうど今（今、現在）

31 sail 出港する（航海する） 31 no sooner A than B ＡするとすぐにＢ

32 salesperson 店員（販売員） 32 make up 化粧

33 be bound to do きっと～する（～する義務がある） 33 speak ill of  ～の悪口を言う

34 be cut out for～
～に向いてる（～に生まれついてい

る）
34 affair 事柄（事件　業務）

35 in the face of～ ～にもかかわらず 35 touch and go 危うい状況

36 latitude 緯度 36 take one's time （時間をかけて）ゆっくりやる

37 jam 混雑（故障） 37 sign up for （受講など）の届けを出す

38 become the heart of ～ ～の中心となる 38 toxic 毒の（中毒性の）

39 claw
（ｶﾆなどの）はさみ（”鳥・動物など

の”かぎつめ）
39 claw

（ｶﾆなどの）はさみ（”鳥・動物な

どの”かぎつめ）

40 provided that ～という条件で 40 ship ～を送る（～を輸送する）

41 instance 例 41 sail 出港する（航海する）

42 be tempted to do ～したくなる 42 latitude 緯度

43 at the moment ちょうど今（今、現在） 43 willing ～しても構わないと思う

44 burst out doing 突然～し出す 44 as far as～ ～する限り

45 court 裁判（裁判所、”ﾃﾆｽなどの”ｺｰﾄ） 45 unlike ～と違って

46 toxic 毒の（中毒性の） 46 championship 選手権大会

47 mode 様式（方法） 47 not so much as do ～さえしない（～することもない）

48 at random 無作法に（手当たり次第） 48 in the face of～ ～にもかかわらず

49 lens appeal to～ ～に訴える 49 salesperson 店員（販売員）

曲順問題 ランダム問題


