
英検２級／もう一度キスしたかった

1 anything but～ 決して～でない 1 cab タクシー

2 the last 最も～しそうにない～ 2 go into～ ～を説明する

3 You must be kidding. うそだろう（まさか） 3 timber 流木 材木

4 state of emergenc 非常事態 4 go over～ ～を詳しく調べる

5 historical 歴史の 5 hand out  ～を配る

6 potential 潜在能力（可能性、潜在的な） 6 organic 有機体の（有機の）

7 appearance 外見 7 scholar 奨学生､学者

8 not less than ～かそれ以上（少なくとも～） 8 mood 気分（一時的な）

9 as for me 私に関しては 9 insert ～を挿入する（挿入物）

10 associate ～を提携する 10 look through （書類・メモなど）～にざっと目を通す

11 go over～ ～を詳しく調べる 11 You must be kidding. うそだろう（まさか）

12 go into～ ～を説明する 12 bilingual 2言語話す人（2言語を使う）

13 scar 傷跡 13 heal （傷などが）治る（～を治す ）

14 layer 層 14 furious 怒り狂った(猛烈な､激怒した)

15 別れの挨拶（別れ） farewell 15 frontier （研究などの）最先端､国境

16 確かに for certain 16 as for me 私に関しては

17 飢饉 famine 17 enroll ～を入会させる（入会する）

18 軍の（軍） military 18 famine 飢饉

19 mood 気分（一時的な） 19 the last 最も～しそうにない～

20 有機体の（有機の） organic 20 scar 傷跡

21 fake ～を偽造する・偽物（模造品・偽の） 21 state of emergenc 非常事態

22 hand out  ～を配る 22 sensation 大評判（感覚　感じ）

23 大評判（感覚　感じ） sensation 23 appearance 外見

24 heal （傷などが）治る（～を治す ） 24 Is A in? Ａさんはいますか？

25 essay 小論文（随筆） 25 lane 車線（路地　小道）

26 enroll ～を入会させる（入会する） 26 historical 歴史の

27 essential
必要不可欠な（本質的な　不可欠なも

の）
27 essential

必要不可欠な（本質的な　不可

欠なもの）

28 feedback 考意見（反応　フィードバック） 28 anything but～ 決して～でない

29 frontier （研究などの）最先端､国境 29 not less than ～かそれ以上（少なくとも～）

30 in place あるべき場所に（適切で） 30 make time 時間を作る

31 in trouble 困った状態で 31 bring down～ ～を落ち込ませる（～を落とす）

32 insert ～を挿入する（挿入物） 32 farewell 別れの挨拶（別れ）

33 Is A in? Ａさんはいますか？ 33 break with～ ～と関係を断つ

34 Let's see. ええと 34 fake ～を偽造する・偽物（模造品・偽の）

35 lane 車線（路地　小道） 35 associate ～を提携する

36 look through （書類・メモなど）～にざっと目を通す 36 potential 潜在能力（可能性、潜在的な）

37 make time 時間を作る 37 layer 層

38 scholar 奨学生､学者 38 for certain 確かに

39 timber 流木 材木 39 feedback 考意見（反応　フィードバック）

40 animation
生き生きさせること（動画、動画作

成）
40 animation

生き生きさせること（動画、動画作

成）

41 break with～ ～と関係を断つ 41 Let's see. ええと

42 bilingual 2言語話す人（2言語を使う） 42 critic 批評家

43 bring down～ ～を落ち込ませる（～を落とす） 43 military 軍の（軍）

44 cab タクシー 44 in place あるべき場所に（適切で）

45 critic 批評家 45 essay 小論文（随筆）

46 furious 怒り狂った(猛烈な､激怒した) 46 in trouble 困った状態で

曲順問題 ランダム問題


