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1 侵略 aggression 1 inform ～を通知する

2 comfort ～を慰める 2 book ～の予約をする

3 自信 confidence 3 expel ～を追いだす

4 電気 electricity 4 enthusiastic 熱狂的な

5 prescription 処方箋 5 sacred 神聖な

6 liquor 強い酒 6 intellectual 知的な

7 会議 council 7 pave ～を舗装する

8 book ～の予約をする 8 electricity 電気

9 operate 作用する 9 arrange ～を整える

10 すり pickpocket 10 concentrate ～を集中する

11 imitate ～を真似る 11 latest 最新の

12 scold ～をしかる 12 scold ～をしかる

13 concentrate ～を集中する 13 describe ～を述べる

14 指導者たち leadership 14 poisonous 有毒な

15 generous 気前のよい 15 deserve ～に値する

16 talkative おしゃべりな 16 temporary 一過性の

17 高慢な boastful 17 gender 性

18 insecure 自信がない 18 extend ～を広げる

19 fluent 流暢な 19 comfort ～を慰める

20 成熟した mature 20 leadership 指導者たち

21 熱狂的な enthusiastic 21 awkward 下手な

22 潜在的な potential 22 operate 作用する

23 当然受けるべきで deserving 23 talkative おしゃべりな

24 生まれたばかりの newborn 24 competition 競争

25 sacred 神聖な 25 lever てこ

26 競争 competition 26 mature 成熟した

27 automobile 自動車 27 council 会議

28 忍耐 endurance 28 oblige ～を義務付ける

29 reliability 信頼性 29 significant 重要な

30 oblige ～を義務付ける 30 potential 潜在的な

31 launch ～を進水させる 31 fluent 流暢な

32 動機づけ motivation 32 motivation 動機づけ

33 顔ぶれ line-up 33 approach ～に近づく

34 最新の latest 34 deserving 当然受けるべきで

35 arrange ～を整える 35 detail 細部

36 trip ～につまづく 36 imitate ～を真似る

37 性 gender 37 aggression 侵略

38 artificial 人工の 38 automobile 自動車

39 有毒な poisonous 39 endurance 忍耐

40 きちんとした neat 40 artificial 人工の

41 下手な awkward 41 disagree 一致しない

42 重要な significant 42 insecure 自信がない

43 知的な intellectual 43 generous 気前のよい

44 一過性の temporary 44 trip ～につまづく

45 てこ lever 45 reliability 信頼性

46 describe ～を述べる 46 boastful 高慢な

47 inform ～を通知する 47 line-up 顔ぶれ

48 extend ～を広げる 48 neat きちんとした

49 disagree 一致しない 49 liquor 強い酒

50 approach ～に近づく 50 prescription 処方箋

51 deserve ～に値する 51 launch ～を進水させる

52 pave ～を舗装する 52 newborn 生まれたばかりの

53 細部 detail 53 confidence 自信

54 expel ～を追いだす 54 pickpocket すり

曲順問題 ランダム問題


