
英検準２級／WILD LIFE

1 hold up～ ～を妨げる 1 give up～ ～をあきらめる

2 take in～ ～を取り入れる 2 give in 屈服する

3 find out～ ～を発見する 3 find out～ ～を発見する

4 by mistake 誤って 4 stick out 突き出る

5 ある種の of a sort 5 let go of～ ～から手を放す

6 in particular 特に 6 in a sense ある意味では

7 落ち着く settle down 7 in surprise 驚いて

8 even if～ たとえ～でも 8 both A and B AもBも両方とも

9 腕を組みあって arm in arm 9 take a deep breath 深呼吸をする

10 うまくいく make it 10 short of～ ～が不足して

11 意味をなす make sense 11 even if～ たとえ～でも

12 reach out for～ ～を取ろうと手を伸ばす 12 eat out 外食する

13 give up～ ～をあきらめる 13 reach out for～ ～を取ろうと手を伸ばす

14 驚いて in surprise 14 no more than～ ～しか

15 in a sense ある意味では 15 by mistake 誤って

16 外食する eat out 16 in the distance 遠方に

17 急いで in a hurry 17 of a sort ある種の

18 be successful in～ ～に成功している 18 in a hurry 急いで

19 both A and B AもBも両方とも 19 make sense 意味をなす

20 check out ホテルを出る 20 make it うまくいく

21 short of～ ～が不足して 21 at least 少なくとも

22 on one's feet 立って 22 blend ～を混ぜる

23 before long 間もなく 23 maximum 最大の

24 no more than～ ～しか 24 make fun of～ ～をからかう

25 in one's opinion ～の考えでは 25 settle down 落ち着く

26 die out 絶滅する 26 contribute 貢献する

27 stand by～ ～を支援する 27 more and more ますます

28 let go of～ ～から手を放す 28 die out 絶滅する

29 少なくとも at least 29 stand by～ ～を支援する

30 give in 屈服する 30 different 違った

31 let in～ ～を中に入れる 31 by nature 生まれつき

32 deal with～ ～を取り扱う 32 fail to do ～しない

33 make fun of～ ～をからかう 33 arm in arm 腕を組みあって

34 right away すぐに 34 do away with ～を廃止する

35 in the distance 遠方に 35 in particular 特に

36 pray 祈る 36 deal with～ ～を取り扱う

37 blend ～を混ぜる 37 check out ホテルを出る

38 contribute 貢献する 38 take in～ ～を取り入れる

39 deal 扱う 39 let in～ ～を中に入れる

40 ますます more and more 40 deal 扱う

41 生まれつき by nature 41 pray 祈る

42 突き出る stick out 42 be successful in～ ～に成功している

43 put off～ ～を延期する 43 make one's way 進む

44 maximum 最大の 44 on one's feet 立って

45 different 違った 45 hold up～ ～を妨げる

46 do away with ～を廃止する 46 right away すぐに

47 make one's way 進む 47 in one's opinion ～の考えでは

48 fail to do ～しない 48 before long 間もなく

49 take a deep breath 深呼吸をする 49 put off～ ～を延期する
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