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1 the image of～ ～の生き写し 1 turn on～ ～をつける

2 go around 流行する 2 by far はるかに

3 now and then ときどき 3 die hard なかなか消えない

4 fill out～ ～に書き込む 4 in effect 事実上

5 make a nuisance of oneself 他人の迷惑になる 5 sit on the fence 形勢を見つめる

6 病気にかかる come down with 6 in order 順を追って

7 safe and sound 無事で 7 on one's own 独力で

8 巡ってくる come around 8 think out～ ～を考え出す

9 絶滅する die out 9 make out～ ～を見分ける

10 turn on～ ～をつける 10 come around 巡ってくる

11 put up～ ～を泊める 11 come down with～ 病気にかかる

12 run over～ ～を引く 12 severe 厳しい

13 look down on～ ～を軽蔑する 13 safe and sound 無事で

14 nothing but～ ただ～だけ 14 go around 流行する

15 今後ずっと from now on 15 count on～ ～を当てにする

16 count on～ ～を当てにする 16 turn around 好転する

17 make a point of doing 必ず～することにしてる 17 bring up～ ～を育てる

18 際限がない know no bounds 18 die out 絶滅する

19 in effect 事実上 19 put off～ ～を延期する

20 話し続ける keep on 20 in turn 順番に

21 なかなか消えない die hard 21 deal 量

22 形勢を見つめる sit on the fence 22 now and then ときどき

23 原則として in principle 23 strict 厳しい

24 no doubt 確かに 24 from now on 今後ずっと

25 はるかに by far 25  under fire 非難を受けて

26 be on～ ～のおごりで 26 take to～ ～を好きになる

27 reach to～ ～まで広がる 27 make a nuisance of oneself 他人の迷惑になる

28 bring up～ ～を育てる 28 fill out～ ～に書き込む

29 独力で on one's own 29 run down～ ～をひく

30 think out～ ～を考え出す 30 put up～ ～を泊める

31 順番に in turn 31 no doubt 確かに

32 好転する turn around 32 look down on～ ～を軽蔑する

33 put off～ ～を延期する 33 the image of～ ～の生き写し

34 起こる take place 34 nothing but～ ただ～だけ

35 run down～ ～をひく 35 take place 起こる

36 非難を受けて  under fire 36 be on～ ～のおごりで

37 take to～ ～を好きになる 37 make a point of doing 必ず～することにしてる

38 go out 外出する 38 reach to～ ～まで広がる

39 順を追って in order 39 in principle 原則として

40 make out～ ～を見分ける 40 keep on 話し続ける

41 厳しい strict 41 go out 外出する

42 厳しい severe 42 run over～ ～を引く

43 量 deal 43 know no bounds 際限がない
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