
英検２級／RUN

1 to a great extent 相当程度まで(だいたいにおいて) 1 cell 細胞（房 電池）

2 suspicion 疑い 2 encounter ～に遭遇する（～に出く わす）

3 delete ～を削除する(～を消す) 3 series 一連（ｼﾘｰｽﾞ）

4 Don’t worry. （そんなこと）気にしないで 4 by no means 決して～でない

5 throw up ～を戻す（～を吐く） 5 Don’t worry. （そんなこと）気にしないで

6 troublesome 手のかかる（面倒な） 6 focus 焦点

7 tone 音色 7 throw up ～を戻す（～を吐く）

8 turn to A for B ＢをＡに求める 8 as to ～については

9 with a view to doing ～する目的で 9 by word of mouth  口コミで

10 in full 全部 10 annoying うっとおしい

11 hug 抱擁（～を抱きしめる） 11 by and large 全般的に（普通）

12 furious 怒り狂った（猛烈な　激怒した） 12 young at heart 気が若い

13 focus 焦点 13 turn to A for B ＢをＡに求める

14 fiber 繊維 14 fiber 繊維

15 I doubt it. （そうかな ）そうは思いません。 15 anxiety 心配（熱望）

16 keep up ～を維持する 16 by the hour 時間決めで

17 anxiety 心配（熱望） 17 to a great extent 相当程度まで(だいたいにおいて)

18 encounter ～に遭遇する（～に出く わす） 18 I doubt it. （そうかな ）そうは思いません。

19 as to ～については 19 in full 全部

20 critical 批判的な（危機的な　決定的な） 20 lay the foundations for～  ～の基礎を築く

21 container 容器（入れ物） 21 come upon ～  ～に偶然出会う

22 demonstration 実演 22 tone 音色

23 case 場合・事例 23 delete ～を削除する(～を消す)

24 get down to business 本腰入れる 24 donate  ～を寄付する

25
Can’t make head or tail

of ～
～がさっぱりわからない 25

Is there some place to do

～?
～する場所はあります？

26 carbon 炭素 26 burst into～  急に～し始める

27 cell 細胞（房 電池） 27 critical 批判的な（危機的な　決定的な）

28 so A as to do ～するほどＡで 28 get down to business 本腰入れる

29 series 一連（ｼﾘｰｽﾞ） 29 suspicion 疑い

30 eyesight 視力 30 sharply 厳しく

31 come upon ～ ～に偶然出会う 31 hug 抱擁（～を抱きしめる）

32
Is there some place to

do～?
～する場所はあります？ 32

Can’t make head or

tail of ～
 ～がさっぱりわからない

33
lay the foundations

for～
～の基礎を築く 33 break up

（物が）バラバラ になる（”関

係・友情などが”壊れる）

34 manual 指導書（説明書） 34 career 経歴(職業)

35 document 記録 文書 35 manual 指導書（説明書）

36 career 経歴(職業) 36 keep up ～を維持する

37 annoying うっとおしい 37 furious 怒り狂った（猛烈な　激怒した）

38 donate ～を寄付する 38 container 容器（入れ物）

39 diversity 多様性 39 troublesome 手のかかる（面倒な）

40 sharply 厳しく 40 carbon 炭素

41 herd 群れ 41 with a view to doing ～する目的で

42 by no means 決して～でない 42 demonstration 実演

43 burst into～ 急に～し始める 43 herd 群れ

44 by word of mouth 口コミで 44 case 場合・事例

45 by and large 全般的に（普通） 45 diversity 多様性

46 by the hour 時間決めで 46 document 記録 文書

47 break up
（物が）バラバラ になる（”関

係・友情などが”壊れる）
47 with respect to～  ～に関しては

48 with respect to～ ～に関しては 48 eyesight 視力

49 young at heart 気が若い 49  so A as to do ～するほどＡで

曲順問題 ランダム問題


