
英検準２級／TRAIN-TRAIN 

1 limit ～を制限する 1 compare ～を比較する
2 feed ～に餌を与える 2 divide ～を分割する
3 replace ～に取って代わる 3 export ～を輸出する
4 compare ～を比較する 4 maintain ～を維持する
5 confuse ～を混同する 5 taste ～を味わう
6 forbid ～を禁止する 6 obtain ～を獲得する
7 divide ～を分割する 7 replace ～に取って代わる
8 prove ～を証明する 8 waste ～を浪費する
9 consult ～に相談する 9 deny ～を否定する
10 afford ～の余裕がある 10 promote ～を促進する
11 establish ～を確立する 11 correct 正しい
12 waste ～を浪費する 12 remove ～を取り除く
13 succeed 成功する 13 attach ～を取り付ける
14 calculate ～を決算する 14 undergo ～を経験する
15 achieve ～を成し遂げる 15 perform ～を遂行する
16 dispose 処分する 16 tear ～を引き裂く
17 refuse ～を拒否する 17 prove ～を証明する
18 interview ～と面接する 18 definite 明確な
19 compete 競争する 19 compete 競争する
20 export ～を輸出する 20 indicate ～を示す
21 request ～を要請する 21 remind ～に思い出させる
22 once in a while ときどき 22 limit ～を制限する
23 wander 歩き回る 23 whisper ささやく
24 claim ～を要求する 24 succeed 成功する
25 imitate ～をまねる 25 complain 不平言う
26 deny ～を否定する 26 violate ～を犯す
27 predict ～を予言する 27 once in a while ときどき
28 remind ～に思い出させる 28 lift ～を持ち上げる
29 violate ～を犯す 29 compose ～を構成する
30 shame ～に恥をかかせる 30 establish ～を確立する
31 indicate ～を示す 31 wander 歩き回る
32 approach ～に接近する 32 demand ～を要求する
33 defeat ～を打ち負かす 33 separate ～を分離する
34 promote ～を促進する 34 practice ～を練習する
35 polish ～を磨く 35 achieve ～を成し遂げる
36 definite 明確な 36 imitate ～をまねる
37 visual 視覚の 37 claim ～を要求する
38 正しい correct 38 survey ～を調査する
39 mind ～を気にかける 39 defeat ～を打ち負かす
40 scold ～をしかる 40 calculate ～を決算する
41 taste ～を味わう 41 feed ～に餌を与える
42 lift ～を持ち上げる 42 liberate ～を自由にする
43 define ～を定義する 43 notice ～に気がつく
44 possess ～を所有する 44 arrange ～を整える
45 remove ～を取り除く 45 depend 依存する
46 tear ～を引き裂く 46 publish ～を出版する
47 undergo ～を経験する 47 mind ～を気にかける
48 arrange ～を整える 48 possess ～を所有する
49 oblige ～を余儀なくさせる 49 dispose 処分する
50 perform ～を遂行する 50 predict ～を予言する
51 publish ～を出版する 51 improve ～を改善する
52 obtain ～を獲得する 52 define ～を定義する
53 practice ～を練習する 53 consult ～に相談する
54 improve ～を改善する 54 oblige ～を余儀なくさせる
55 withdraw ～を引っ込める 55 refuse ～を拒否する
56 overcome ～に打ち勝つ 56 polish ～を磨く
57 complain 不平言う 57 overcome ～に打ち勝つ
58 compose ～を構成する 58 request ～を要請する
59 resist ～に抵抗する 59 withdraw ～を引っ込める
60 separate ～を分離する 60 visual 視覚の
61 liberate ～を自由にする 61 confuse ～を混同する
62 survey ～を調査する 62 interview ～と面接する
63 depend 依存する 63 purchase ～を購入する
64 maintain ～を維持する 64 shame ～に恥をかかせる
65 notice ～に気がつく 65 afford ～の余裕がある
66 purchase ～を購入する 66 forbid ～を禁止する
67 whisper ささやく 67 approach ～に接近する
68 demand ～を要求する 68 scold ～をしかる
69 attach ～を取り付ける 69 resist ～に抵抗する
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