
英検２級／いなせなロコモーション

1 comment 論評（批評　論評する） 1 mentally 知的に（精神的に、心の中で）

2 ecosystem 生態系 2 Is A there? そちらにＡさんはいますか？

3
It goes without

saying that
 ～は言うまでもない 3

It goes without

saying that
 ～は言うまでもない

4 phenomenon 現象 4 make much of ～ ～を大げさに扱う
5 formerly 以前は 5 once upon a time 昔々

6 rebuild ～を改築する（～を再建する） 6 rebuild ～を改築する（～を再建する）

7 session 活動のための集まり（会期） 7 malnutrition 栄養失調
8 subscribe 予約購読する 8 whistle 口笛 （口笛を吹く、警笛、さえずる）

9 stay out ずっと外に出ている 9 due 予定された（しかるべき）
10 pay a visit to ～を訪問する 10 indirectly 間接的に
11 signature 署名 11 faithful 忠実な（誠実な）
12 starch でんぷん 12 be all ears 一心に耳を傾ける
13 sudden 突然の 13 comment 論評（批評　論評する）
14 have difficulty in ～に苦労する 14 formerly 以前は

15 fasten ～を締める（～を留める） 15 starch でんぷん

16 enforce ～を強いる（”法律など”～を施行する） 16 tighten 固くする（～を固く締める）
17 Buddhism 仏教 17 in light of ～を考慮すると（～から見て）

18 clue 手がかり 18 fasten ～を締める（～を留める）
19 Is A there? そちらにＡさんはいますか？ 19 Buddhism 仏教
20 keep pace with～ ～に遅れず進む 20 reliable 信頼できる

21 make much of～ ～を大げさに扱う 21 enforce ～を強いる（”法律など”～を施行する）

22 claim 主張 22 I wonder if… ～していただけないでしょうか？

23 brush up on～ ～をやり直して磨きをかける 23 pay a visit to ～を訪問する

24 stick ～を突き刺す 24 stand in for  ～の代理を務める

25 due 予定された（しかるべき） 25 bump どすんとぶつかる
26 bump どすんとぶつかる 26 have difficulty in ～に苦労する

27 lay off ～を一時的に解雇する 27 on top of ～に加えて（しばしば悪いことについて）

28 in contrast to ～と対照をなして 28 phenomenon 現象

29 stand in for  ～の代理を務める 29 disagree on ～について意見が食い違う

30 once upon a time 昔々 30 sudden 突然の

31 fold up ～を折り畳む 31 convince ～に納得させる
32 in light of ～を考慮すると（～から見て） 32 keep pace with～ ～に遅れず進む
33 indirectly 間接的に 33 fold up ～を折り畳む

34 for the time being 当分の間 34 for the time being 当分の間

35 on top of ～に加えて（しばしば悪いことについて） 35 clue 手がかり

36 occur to （考えなどが）～の心の中に浮かぶ 36 strengthen ～を強化する（～を強固にする）

37 reliable 信頼できる 37 claim 主張
38 faithful 忠実な（誠実な） 38 subscribe 予約購読する
39 lease 賃貸借（賃貸借契約） 39 extensive 広範囲にわたる（広々とした）

40 disagree on ～について意見が食い違う 40 in contrast to ～と対照をなして
41 malnutrition 栄養失調 41 lease 賃貸借（賃貸借契約）
42 extensive 広範囲にわたる（広々とした） 42 all A do is do Ａがするのは～だけだ
43 whistle 口笛 （口笛を吹く、警笛、さえずる） 43 brush up on～ ～をやり直して磨きをかける
44 I wonder if… ～していただけないでしょうか？ 44 occur to （考えなどが）～の心の中に浮かぶ

45 convince ～に納得させる 45 ecosystem 生態系

46 mentally 知的に（精神的に、心の中で） 46 lay off ～を一時的に解雇する
47 tighten 固くする（～を固く締める） 47 stay out ずっと外に出ている
48 all A do is do Ａがするのは～だけだ 48 stick ～を突き刺す
49 strengthen  ～を強化する（～を強固にする） 49 session 活動のための集まり（会期）
50 be all ears 一心に耳を傾ける 50 signature 署名

曲順問題 ランダム問題


