
英検3～5級／RUNNER

1 in return の返礼として 1 up and down ～を行ったり来たりして

2 no longer ～もはや～でない 2 bare 裸の

3 be made from～ ～から作られる 3 go on doing ～をし続ける

4 in peace 安心をして 4 It takes A time to do Ａが～するのに時間かかる

5 increase ～を増加させる 5 so とても

6 遠い昔から for long age 6 be jealous of～ ～をねたむ

7 succeed in doing ～することに成功する 7 no longer ～もはや～でない

8 keep doing ～を待たせる 8 minor 重要でない

9 できるだけたくさんの as much as one can 9 in return の返礼として

10 体を大事にする take care of oneself 10 newcomer 新しく来た人

11 cry for～ ～を求めて叫ぶ 11 be made into～ ～に作られる

12 become of～ ～がどうなる 12 Would you mind doing? ～していただけませんか

13 be out of sight 見えなくなる 13 for long age 遠い昔から

14 まもなく before long 14 before long まもなく

15 begin doing ～をし始める 15 in peace 安心をして

16 be made into～ ～に作られる 16 cry for～ ～を求めて叫ぶ

17 help yourself to～ ～を自由にとって食べる 17 become of～ ～がどうなる

18 at least 少なくとも 18 help A with B AをＢのことで助ける

19 とにかく anyway 19 square 正方形

20 さて well 20 help yourself to～ ～を自由にとって食べる

21 be jealous of～ ～をねたむ 21 discriminate ～を差別する

22 It takes A time to do Ａが～するのに時間かかる 22 guidebook 旅行案内書

23
There's something
wrong with～

～の調子がどこかおかし
い

23
There's something
wrong with～

～の調子がどこかおかし
い

24 Would you mind doing? ～していただけませんか 24 be afraid that～ ～と思う

25 help A with B AをＢのことで助ける 25 colony 植民地

26 go on doing ～をし続ける 26 well さて

27 up and down ～を行ったり来たりして 27 at least 少なくとも

28 focus A on B AをＢに集中する 28 as much as one can できるだけたくさんの

29 重要でない minor 29 increase ～を増加させる

30 discriminate ～を差別する 30 take care of oneself 体を大事にする

31 裸の bare 31 begin doing ～をし始める

32 とても so 32 succeed in doing ～することに成功する

33 be afraid that～ ～と思う 33 snowstorm 吹雪

34 個人的な private 34 private 個人的な

35 嫉妬深い jealous 35 keep doing ～を待たせる

36 神経質な nervous 36 focus A on B AをＢに集中する

37 吹雪 snowstorm 37 nervous 神経質な

38 植民地 colony 38 be out of sight 見えなくなる

39 旅行案内書 guidebook 39 jealous 嫉妬深い

40 正方形 square 40  be made from～ ～から作られる

41 新しく来た人 newcomer 41 anyway とにかく
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