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1 pretend ふりをする 1 conservative 保守的な

2 Aに一筆書く drop A a line 2 lay aside A Aをわきに置く

3 take A's breath away Aをとても驚かす 3 acknowledge ～を認める

4 according to～ ～によると 4 in short 手短に言えば

5 in so far as～ ～する限りでは 5 get to～ ～に到着する

6 手短に言えば in short 6 drop A a line Aに一筆書く

7 AをBに移す transfer A to B 7 grain 穀物

8 時代遅れで be out of date 8 in so far as～ ～する限りでは

9 serve as～ ～として役立つ 9 suit ～に似合う

10 take after～ ～に似ている 10 species 種

11 穀物 grain 11 transfer A to B AをBに移す

12 出版社 publisher 12 thanks to～ ～のおかげで

13 反応 reaction 13 remove ～を除く

14 acknowledge ～を認める 14 get away with ～をまんまとうまくやる

15 suit ～に似合う 15 equip A with B AにBを装備する

16 時間をつぶす kill time 16 pretend ふりをする

17 種 species 17 sleep like a log ぐっすり眠る

18 owing to～ ～のために 18 wear on ゆっくり経過する

19 全く役に立たない do no good 19 hire ～を雇う

20 get lost 道に迷う 20 irrigation 灌がい

21 実物 in person 21 take after～ ～に似ている

22 get to～ ～に到着する 22 turn out to be～ ～だとわかる

23 be cautious of～ ～に用心深い 23 owing to～ ～のために

24 lose sight of～ ～を見失う 24 severe 厳しい

25 thanks to～ ～のおかげで 25 kill time 時間をつぶす

26 手短に言えば in short 26 serve as～ ～として役立つ

27 put A into practice Aを実行する 27 contrary to～ ～に反して

28 get away with ～をまんまとうまくやる 28 refrain from doing ～するのを慎む

29 make believe that～ ～であるふりをする 29 in short 手短に言えば

30 sleep like a log ぐっすり眠る 30 take A's breath away Aをとても驚かす

31 refrain from doing ～するのを慎む 31 salary 給料

32 Aをわきに置く lay aside A 32 dense 密集した

33 turn out to be～ ～だとわかる 33 get lost 道に迷う

34 dense 密集した 34 put A into operation Aを実施する

35 equip A with B AにBを装備する 35 be opposite from ～ ～と正反対で

36 put A into operation Aを実施する 36 put A into practice Aを実行する

37 contrary to～ ～に反して 37 make believe that～ ～であるふりをする

38 tight ぴったりした 38 lose sight of～ ～を見失う

39 保守的な conservative 39 do no good 全く役に立たない

40 厳しい severe 40 according to～ ～によると

41 be opposite from ～ ～と正反対で 41 reaction 反応

42 ゆっくり経過する wear on 42 in person 実物

43 irrigation 灌がい 43 be out of date 時代遅れで

44 give ground to～ ～に屈する 44 give ground to～ ～に屈する

45 hire ～を雇う 45 publisher 出版社

46 remove ～を除く 46 tight ぴったりした

47 給料 salary 47 be cautious of～ ～に用心深い
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