
英検準２級／もっと愛し合いましょ

1 treat ～を取り扱う 1 revolution 革命

2 interfere 干渉する 2 leave ～を去る

3 exhibit ～を展示する 3 make a mistake 間違える

4 protect ～を保護する 4 all the year round 一年中

5 borrow ～を借りる 5 superficial 表面的な

6 doubt ～を疑う 6 tremendous ものすごい

7 appeal 訴える 7 cooperate 協力する

8 leap はねる 8 exhibit ～を展示する

9 realize ～を悟る 9 stupid 愚かな

10 participate 参加する 10 reasonable 道理に合った

11 role 役割 11 come true 実現する

12 revolution 革命 12 haste 急ぎ

13 possibility 可能性 13 consent 同意する

14 take A away Aを運び去る 14 for instance 例えば

15 can't help doing ～せざるを得ない 15 can't help doing ～せざるを得ない

16 make up one's mind to do ～しようと決心する 16 leap はねる

17 故障する break down 17 scientific 科学の

18 make a mistake 間違える 18 for sale 売り物の

19 in the past 昔は 19 belief 信念

20 確かめる make sure 20 doubt ～を疑う

21 all the year round 一年中 21 in the past 昔は

22 for instance 例えば 22 possibility 可能性

23 according to～ ～によれば 23 impolite 失礼な

24 for sale 売り物の 24 according to～ ～によれば

25 get married to～ ～と結婚する 25 role 役割

26 come true 実現する 26 break down 故障する

27 care about～ ～について気にする 27 make sure 確かめる

28 watch out for～ ～に用心する 28 nearby 近くの

29 一月おきに every other month 29 every other month 一月おきに

30 nearby 近くの 30 tremble 震える

31 ethnic 民族の 31 participate 参加する

32 道理に合った reasonable 32 evident だんだんと

33 scientific 科学の 33 abnormal 異常な

34 infinite 無限の 34 infinite 無限の

35 superficial 表面的な 35 protect ～を保護する

36 professional 専門の 36 realize ～を悟る

37 impolite 失礼な 37 ethnic 民族の

38 abnormal 異常な 38 treat ～を取り扱う

39 evident だんだんと 39 borrow ～を借りる

40 stupid 愚かな 40 psychology 心理学

41 leave ～を去る 41 care about～ ～について気にする

42 consent 同意する 42 take A away Aを運び去る

43 cooperate 協力する 43 make up one's mind to do ～しようと決心する

44 tremble 震える 44 get married to～ ～と結婚する

45 psychology 心理学 45 professional 専門の

46 急ぎ haste 46 interfere 干渉する

47 信念 belief 47 appeal 訴える

48 tremendous ものすごい 48 watch out for～ ～に用心する

曲順問題 ランダム問題


