
英検２級／LOVE SONG

1 turn to～ ～に助けを求める 1 bother ～を悩ます

2 rock the boat 波風を立てる 2 work out うまくいく

3 to be effect that～ …という趣旨で 3 stay away from～ ～から遠ざかる

4 turn away 顔をそむける 4 cure ～を治療する

5 つじつまが合う fall into place 5 devote ～を捧げる

6 keep off～ ～に行かない 6 vary ～を変える

7 包み pack 7 alter ～を変える

8 be up to～ ～次第で 8 deal with～ ～を扱う

9 困って be in hot water 9 pack 包み

10 deal with～ ～を扱う 10 die down 弱まる

11 come to do ～するようになる 11 turn away 顔をそむける

12 弱まる die down 12 to be effect that～ …という趣旨で

13 close up～ ～を打ち切る 13 be up to～ ～次第で

14 なおさら～ much more ～ 14 much more ～ なおさら～

15 気取る put on airs 15 rock the boat 波風を立てる

16 無駄に終わる come to nothing 16 check ～を照合する

17 amount to ～統計で～に達する 17 harden ～を堅くする

18 stay away from～ ～から遠ざかる 18 cultivate ～を耕す

19 はじめから form scratch 19 defeat ～を負かす

20 直進する go straight 20 avenue 大通り

21 run out of～ ～がなくなる 21 increase 増加する

22 vary ～を変える 22 keep off～ ～に行かない

23 revolve 回転する 23 turn to～ ～に助けを求める

24 force ～に～することを強いる 24 revolve 回転する

25 defeat ～を負かす 25 be in hot water 困って

26 promote ～を促進する 26 fall into place つじつまが合う

27 cure ～を治療する 27 come to nothing 無駄に終わる

28 devote ～を捧げる 28 cautious 用心深い

29 cultivate ～を耕す 29 put on airs 気取る

30 long for～ ～を熱望する 30 long for～ ～を熱望する

31 cut out～ ～を切り抜く 31 promote ～を促進する

32 うまくいく work out 32 run out of～ ～がなくなる

33 大通り avenue 33 force ～に～することを強いる

34 adapt ～を適合させる 34 cut out～ ～を切り抜く

35 correct ～を訂正する 35 amount to ～統計で～に達する

36 bother ～を悩ます 36 go straight 直進する

37 alter ～を変える 37 close up～ ～を打ち切る

38 harden ～を堅くする 38 correct ～を訂正する

39 increase 増加する 39 come to do ～するようになる

40 check ～を照合する 40 form scratch はじめから

41 fold ～を折りたたむ 41 fold ～を折りたたむ

42 cautious 用心深い 42 adapt ～を適合させる

曲順問題 ランダム問題


