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1 back up ～を支援する（～を裏付ける） 1 as is offten the case with  ～にはよくあることだが

2 classification 分類 2 rush 急いでいく（～を急がせる）

3
as is offten the case

with
 ～にはよくあることだが 3

We'd like a table fore

～.
 ～人分の席を用意してほしいのです

が。

4
Can I have your name,

please?
名前を教えてもらえますか？ 4

suspend ～ from

school
 ～を停学にする

5
Do you have any rooms

available?
 空き部屋はありますか？ 5

at one's earliest

convenience
～の都合がつき次第

6
Hold on a minute,

please.
少々お待ちください 6 get on one's nerves ～をいらいらさせる

7 if A were to  do 仮にＡが～するようなことがあれば 7 brand ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 銘柄

8
at one's earliest

convenience
～の都合がつき次第 8 Hold on a minute, please. 少々お待ちください

9 toll road 有料道路 9 give in to～  ～に屈する（～に降参する）

10 rush 急いでいく（～を急がせる） 10 back up ～を支援する（～を裏付ける）

11 put A back together Ａを元に戻す 11 definition 定義

12 representative 代表する（代理をする　代理人） 12 bleed 出血する

13 What happened? 何があったの？ 13 studio ｽﾀｼﾞｵ ｱﾄﾘｴ

14 We'd like a table fore～.
 ～人分の席を用意してほしいのです

が。
14

Do you have any rooms

available?
 空き部屋はありますか？

15 Sorry to interrupt you. ちょっとすみません 15 accommodation 宿泊設備（適応）

16 suspend ～ from school ～を停学にする 16 representative 代表する（代理をする　代理人）

17 all you have to do is ～しさえすればよい 17 reverse ～を逆にする

18 formulate （計画など）～を（注意深く）まとめる 18
Can I have your name,

please?
名前を教えてもらえますか？

19 brand ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 銘柄 19 modify ～を変更する

20 refund ～を払い戻す 20 in use 使われて

21 antibacterial 抗菌性の 21 trial 試み（裁判）

22 accommodation 宿泊設備（適応） 22  trace  跡（”の跡～を”たどる）

23 bleed 出血する 23 stable 安定した

24 get on one's nerves ～をいらいらさせる 24 refund ～を払い戻す

25 trial 試み（裁判） 25 put A back together Ａを元に戻す

26 tornado 大竜巻（ﾄﾙﾈｰﾄﾞ） 26 tornado 大竜巻（ﾄﾙﾈｰﾄﾞ）

27 swallow ～を飲み込む（ ﾂﾊﾞﾒ） 27 hang on to  ～にしがみつく（～を手放さない）

28 false 間違った 28 Sorry to interrupt you. ちょっとすみません

29 in use 使われて 29 even though ～ たとえ～でも

30 studio ｽﾀｼﾞｵ ｱﾄﾘｴ 30 all you have to do is ～しさえすればよい

31 reverse ～を逆にする 31 toll road 有料道路

32 stable 安定した 32 formulate （計画など）～を（注意深く）まとめる

33 hang on to  ～にしがみつく（～を手放さない） 33 What happened? 何があったの？

34 give in to～  ～に屈する（～に降参する） 34 if A were to  do 仮にＡが～するようなことがあれば

35 even though ～ たとえ～でも 35 classification 分類

36 definition 定義 36 swallow ～を飲み込む（ﾂﾊﾞﾒ）

37 modify ～を変更する 37 antibacterial 抗菌性の

38  trace  跡（”の跡～を”たどる ～をなぞる） 38 false 間違った

曲順問題 ランダム問題


