
英検準２級／Liar! Liar! 

1
May I ask you a

favor?
お願いがあるのですが 1

You can say that

again.
そのとおりです

2 皿 plate 2 the Japanese Alps 日本アルプス

3 would  rather A than B BよりむしろＡしたい 3 majority 過半数

4 pigeon 鳩 4 overweight 重量超過の（太り過ぎの）

5 the Japanese Alps 日本アルプス 5 plate 皿

6 Just a minute. ちょっと待って 6 You'll find it on your right. 右手に見えます

7 Go ahead. さあどうぞ/先に行く 7 obey （命令・規則などに）～に従う

8 You can't miss it.
すぐ分かります（すぐ見つかりま

す、必ず見つかります。）
8 Would you like～？

～はいかがですか？（～はい

かがでしょうか？）

9 This is because～ これは～だからだ 9 at most せいぜい（最大でも）

10 Thanks anyway. でもありがとう 10 would  rather A than B BよりむしろＡしたい

11 That sounds good. それはいいですね 11 What is A like? Ａはどんなふう？

12 mainly 主に（概して） 12 May I ask you a favor? お願いがあるのですが

13 obey （命令・規則などに）～に従う 13 That sounds good. それはいいですね

14 By all means. ぜひどうぞ（もちろん） 14 presentation 発表・提示（贈呈）

15 That's very kind of you. ご親切にどうもありがとう 15 By all means. ぜひどうぞ（もちろん）

16 tease ～をからかう 16 luxurious  liner 豪華客船

17 luxurious  liner 豪華客船 17 messenger 配達人（使者）

18 presentation 発表・提示（贈呈） 18 pigeon 鳩

19 by sea 船で 19 by sea 船で

20 manners マナー、やり方、行儀、振る舞い 20 Thanks anyway. でもありがとう

21 euro ユーロ 21 put A in order Ａを整理する

22 every どの～も 22 Take your time. どうぞごゆっくり(ゆっくりどうぞ)

23 overweight 重量超過の（太り過ぎの） 23 euro ユーロ

24 put A in order Ａを整理する 24 get together 集まる

25 in that case その場合には 25 manners マナー、やり方、行儀、振る舞い

26 link ～をつなぐ（～を結びつける） 26 in that case その場合には

27 majority 過半数 27 This is because～ これは～だからだ

28 messenger 配達人（使者） 28  mosquito 蚊

29 蚊  mosquito 29 That's very kind of you. ご親切にどうもありがとう

30 Would you like～？
～はいかがですか？（～はい

かがでしょうか？）
30 You can't miss it.

すぐ分かります（すぐ見つかり

ます、必ず見つかります。）

31 Take your time. どうぞごゆっくり(ゆっくりどうぞ) 31 mainly 主に（概して）

32 That would be nice. それはいいね 32 link ～をつなぐ（～を結びつける）

33 What is A like? Ａはどんなふう？ 33 on schedule 予定どおりに

34 on schedule 予定どおりに 34 every どの～も

35 at most せいぜい（最大でも） 35 Just a minute. ちょっと待って

36 get together 集まる 36 Go ahead. さあ、どうぞ、先に行く

37
You can say that

again.
そのとおりです 37 tease ～をからかう

38
You'll find it on your

right.
右手に見えます 38 That would be nice. それはいいね
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