
英検準２級／THE GALAXY EXPRESS 999

1 reform ～を改革する 1 nation 観念

2 cough 咳をする 2 poison 毒

3 harm ～を害する 3 soldier 兵士

4 differ 違う 4 origin 起源

5 choose ～を選ぶ 5 reform ～を改革する

6 nation 観念 6 adult 大人

7 感覚 sense 7 volume 分量

8 合計 sum 8 choose ～を選ぶ

9 knowledge 知識 9 following 次の

10 装置 device 10 knowledge 知識

11 脳 brain 11 device 装置

12 separate A from B AをBから分離する 12 have been to～ ～へいってきたところである

13 service 接客 13 entry 加入

14 未来 future 14 prefer A to B BよりAを好む

15 加入 entry 15 trader 貿易業者

16 分量 volume 16 sweat 汗

17 adult 大人 17 sense 感覚

18 毒 poison 18 fate 運命

19 構造 structure 19 originally 元々

20 rumor うわさ 20 obviously 明らかに

21 運命 fate 21 policy 政策

22 policy 政策 22 feather 羽

23 災害 disaster 23 structure 構造

24 光景 sight 24 sum 合計

25 羽 feather 25 failure 失敗

26 translate A into B AをBに翻訳する 26 injury 負傷

27 兵士 soldier 27 translate A into B AをBに翻訳する

28 prefer A to B BよりAを好む 28 harm ～を害する

29 次の following 29 thick 厚い

30 tell A from B AとBを見分ける 30 separate A from B AをBから分離する

31 堅い firm 31 service 接客

32 have trouble doing ～するのに苦労する 32 brain 脳

33 厚い thick 33 tell A from B AとBを見分ける

34 play a part in～ ～で役割を果たす 34 have trouble doing ～するのに苦労する

35 汗 sweat 35 rumor うわさ

36 have been to～ ～へいってきたところである 36 sight 光景

37 起源 origin 37 firm 堅い

38 じっと見つめる（凝視） stare 38 fall 降る

39 貿易業者 trader 39 differ 違う

40 負傷 injury 40 future 未来

41 だんだんと（徐々に） gradually 41 generous 寛大な

42 寛大な generous 42 play a part in～ ～で役割を果たす

43 降る fall 43 stare じっと見つめる（凝視）

44 明らかに obviously 44 cough 咳をする

45 元々 originally 45 gradually だんだんと（徐々に）

46 失敗 failure 46 disaster 災害
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