
英検準２級／LOVEマシーン

1 rely 信頼する 1 bow おじぎをする
2 worship ～を崇拝する 2 movement 運動
3 retire 退く 3 rely 信頼する
4 ひざまずく kneel 4 consumer 消費者
5 unite 一つになる 5 moreover その上
6 review ～を復習する 6 wage 賃金
7 seize ～を捕らえる 7 reward 報酬
8 太陽の solar 8 charge 料金
9 ほとんど nearly 9 approve 承認する
10 beneath ～の下に 10 misfortune 不運
11 alone 一人だけで 11 impose ～を課する
12 単一の single 12 flow 流れる
13 used to do ～するのが常だった 13 perfection 完全
14 脅迫 threat 14 seize ～を捕らえる
15 反応 reaction 15 account 説明
16 良心 conscience 16 match ～と調和する
17 response 応答 17 liberal 自由な
18 接近 access 18 rent ～を賃借りする
19 向ける aim 19 earn ～を稼ぐ
20 説明 account 20 diligent 勤勉な
21 静寂 silence 21 single 単一の
22 perfection 完全 22 elsewhere ほかのところで
23 報酬 reward 23 refer 言及する
24 scare ～を怖がらせる 24 slight わずかな
25 入場 admission 25 valley 谷
26 伝説 legend 26 reaction 反応
27 aside かたわらに 27 tiptoe つま先
28 elsewhere ほかのところで 28 poverty 貧乏
29 その上 moreover 29 legend 伝説
30 harvest 収穫 30 alone 一人だけで
31 つま先 tiptoe 31 peacock 孔雀
32 避難 shelter 32 presence 出席
33 原則 principle 33 natural 自然の
34 感覚 interval 34 interval 感覚
35 charge 料金 35 infant 幼児
36 wage 賃金 36 beneath ～の下に
37 貧乏 poverty 37 aside かたわらに
38 presence 出席 38 merit 長所
39 運動 movement 39 kneel ひざまずく
40 小川 stream 40 scare ～を怖がらせる
41 長所 merit 41 used to do ～するのが常だった
42 小屋 cabin 42 nearly ほとんど
43 liar 嘘つき 43 passage 通路
44 幼児 infant 44 worship ～を崇拝する
45 district 地区 45 response 応答
46 bow おじぎをする 46 unite 一つになる
47 cure ～を治療する 47 principle 原則
48 impose ～を課する 48 harvest 収穫
49 earn ～を稼ぐ 49 review ～を復習する
50 approve 承認する 50 retire 退く
51 match ～と調和する 51 choice 選択
52 勤勉な diligent 52 admission 入場
53 slight わずかな 53 sigh ため息つく
54 自然の natural 54 cabin 小屋
55 自由な liberal 55 district 地区
56 神話 myth 56 solar 太陽の
57 長さ length 57 stream 小川
58 通路 passage 58 myth 神話
59 rent ～を賃借りする 59 liar 嘘つき
60 refer 言及する 60 conscience 良心
61 sigh ため息つく 61 cure ～を治療する
62 flow 流れる 62 length 長さ
63 選択 choice 63 access 接近
64 消費者 consumer 64 shelter 避難
65 孔雀 peacock 65 aim 向ける
66 misfortune 不運 66 silence 静寂
67 谷 valley 67 threat 脅迫
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