
英検２級／ここでキスして

1
I haven't seen
you since…

～以来ですね。 1 see less of
以前ほど～に会わない（以
前ほど～を見かけない）

2 see less of 以前ほど～に会わない 2 in the meantime その間に

3 be well off
裕福である（暮らし向きが良
い）

3
I haven't seen
you since…

～以来ですね。

4 hold out 持ちこたえる 4 punctual 時間通りの（時間をよく守る）

5 illusion 錯覚（幻想） 5 glance at ～をちらりと見る

6 panic 恐慌（ﾊﾟﾆｯｸ） 6 in the way of ～ ～の邪魔になって

7 mysterious  神秘的な（秘密の） 7 be well off 裕福である（暮らし向きが良い）

8 neglect ～を無視する（～を怠る、怠惰、無視） 8 horizontal 地平線の（水平の 水平線の）

9 near and far あちらこちらを 9 with pleasure 喜んで

10 rehearsal ﾘﾊｰｻﾙ、予行演習 10 trustworthy 信頼できる

11 That's cool! かっこいいね！ 11 illusion 錯覚（幻想）

12 glance at ～をちらりと見る 12 in relation to～ ～に関して

13 horizontal 地平線の（水平の 水平線の） 13 affectionate 愛情の深い

14 in relation to～ ～に関して 14 implement ～を実行する

15 in the meantime その間に 15 mysterious  神秘的な（秘密の）

16 in regard to ～に関しては 16 inspire ～を奮い立たせる（～を感激させる）

17 in the way of ～ ～の邪魔になって 17 stick to～ ～をやり続ける（～にくっつく）

18 implement ～を実行する 18 mass production 大量生産

19 I'd like to have～ ～をください（～にします） 19 specialize in～ ～を専攻する

20 in danger of ～の危険にさらされて 20 hold out 持ちこたえる

21 in exchange for ～と交換に 21 as a matter of fact 実際は（実のところ）

22 inspire ～を奮い立たせる（～を起こさせる） 22 panic 恐慌（ﾊﾟﾆｯｸ）

23 justify ～を正当化する 23 in exchange for ～と交換に

24 make sense of ～の意味を理解する 24 make sense of ～の意味を理解する

25 look back on （昔のこと）～を振り返る 25 neglect ～を無視する（～を怠る、怠惰）

26 make for
～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

26 make one's way
～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

27 punctual 時間通りの（時間をよく守る） 27 I'd like to have～ ～をください（～にします）

28 what is called いわゆる 28 justify ～を正当化する

29 trustworthy 信頼できる 29 in danger of ～の危険にさらされて

30 stick to～ ～をやり続ける（～にくっつく） 30 what is called いわゆる

31 with pleasure 喜んで 31 look back on （昔のこと）～を振り返る

32 specialize in～ ～を専攻する 32 rehearsal ﾘﾊｰｻﾙ、予行演習

33 mass production 大量生産 33 That's cool! かっこいいね！

34 make one's way
～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

34 make for
 ～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

35 affectionate 愛情の深い 35 near and far あちらこちらを

36 as a matter of fact 実際は（実のところ） 36 in regard to ～に関しては

曲順問題 ランダム問題


