
英検２級／いちばん近くにいてね

1 matter 事柄 1 run A down Aをこきおろす

2 寄付 donation 2 utilize ～を利用する

3 stain しみ 3 take out～ ～を取り出す

4 要約 summary 4 swell ふくらむ

5 乳首 nipple 5 sleep over 外泊する

6 gravity 重力 6 apply for～ ～を申し込む

7 feature 特徴 7 once in a while ときどき

8 route 道 8 save the day 危機を救う

9 distinct 別個の 9 distinct 別個の

10 refer to～ ～に言及する 10 pull on～ ～を着る

11 flexible 柔軟な 11 refer to～ ～に言及する

12 go by 過ぎる 12 nipple 乳首

13 run A down Aをこきおろす 13 pay off うまくいく

14 consist 成る 14 go with～ ～に似合う

15 swell ふくらむ 15 stain しみ

16 危機を救う save the day 16 all at once 突然

17 check out 代金を支払う 17 matter 事柄

18 cut down on～ ～を削減する 18 on purpose わざと

19 突然 all at once 19 gravity 重力

20 come about 起こる 20 go by 過ぎる

21 実際の in real life 21 break down 壊れる

22 on purpose わざと 22 in real life 実際の

23 put out～ ～を消す 23 because of～ ～によって

24 stand by～ ～に援助する 24 get in touch with～ ～と連絡を取る

25 get in touch with～ ～と連絡を取る 25 noble 安い

26 主要な principal 26 indicate ～を示す

27 特定の particular 27 principal 主要な

28 lend one's ear to～ ～に耳を貸す 28 There is no doing ～することはできない

29 be positive of～ ～と確信して 29 lend one's ear to～ ～に耳を貸す

30 move on to ～ ～に移る 30 flexible 柔軟な

31 utilize ～を利用する 31 summary 要約

32 because of～ ～によって 32 go bad 腐る

33 ときどき once in a while 33 go off 鳴り出す

34 うまくいく pay off 34 take up～ ～を始める

35 noble 安い 35 hold up ～を遅らせる

36 figure out～ ～を理解する 36 figure out～ ～を理解する

37 take up～ ～を始める 37 route 道

38 hold up ～を遅らせる 38 donation 寄付

39 take out～ ～を取り出す 39 with out fail 必ず

40 indicate ～を示す 40 come about 起こる

41 apply for～ ～を申し込む 41 put out～ ～を消す

42 There is no doing ～することはできない 42 particular 特定の

43 壊れる break down 43 move on to ～ ～に移る

44 go with～ ～に似合う 44 stand by～ ～に援助する

45 外泊する sleep over 45 feature 特徴

46 必ず with out fail 46 cut down on～ ～を削減する

47 go bad 腐る 47 check out 代金を支払う

48 go off 鳴り出す 48 consist 成る

49 pass up～ ～を見逃す 49 be positive of～ ～と確信して

50 pull on～ ～を着る 50 pass up～ ～を見逃す

曲順問題 ランダム問題


