
英検２級／ガッツだぜ

1 発生する break out 1 be capable of～ ～できる

2 申し込む sign up 2 keep A in mind Aを心に留める

3 間に合う make it 3 be willing to do 快く～する

4 be willing to do 快く～する 4 by turns 代わる代わる

5 もはや～でない no longer ～ 5 lock out～ ～を締め出す

6 引き返す turn back 6 major in～ ～を専攻する

7 州 province 7 come to 意識を取り戻す

8 逃走中で be at large 8 on account of～ ～の理由で

9 面目を保つ save face 9 to the full 最大限に

10 意味をなす make sense 10 Please be seated どうぞご着席ください

11 進行中で be under way 11 come over はるばるやって来る

12 手に手を取って hand in hand 12 on one's knees ひざまずいて

13 Aを心に留める keep A in mind 13 ring a bell ピンとくる

14 ～できる be capable of ～ 14 no longer ～ もはや～でない

15 何度も time and again 15 sleep on it よく考える

16 並んで side by side 16 trap わな

17 一列に並ぶ line up GO! 17 make sense 意味をなす

18 順序を間違えて out of turn 18 once and for all 一度限り

19 信じられないくらいに beyond belief 19 line up 一列に並ぶ

20 何も知らないで in the dark 20 turn back 引き返す

21 ひざまずいて on one's knees 21 edge 縁

22 よく考える sleep on it 22 in the dark 何も知らないで

23 請求のあり次第 on demand 23 time and again 何度も

24 長い間 for ages 24 worth 価値

25 ピンとくる ring a bell 25 first and last 概して

26 立ち寄る stop by 26 make it 間に合う

27 概して first and last 27 make off 急いで去る

28 偶然に accidentally 28 accidentally 偶然に

29 寝入る fall asleep 29 by word of mouth 口頭で

30 一度限り once and for all 30 hand in hand 手に手を取って

31 意識を取り戻す come to 31 province 州

32 はるばるやって来る come over 32 out of turn 順序を間違えて

33 急いで去る make off 33 hut 小屋

34 どうぞご着席ください Please be seated 34 beyond belief 信じられないくらいに

35 to the full 最大限に 35 fall asleep 寝入る

36 by turns 代わる代わる 36 sign up 申し込む

37 lock out～ ～を締め出す 37 be under way 進行中

38 on account of～ ～の理由で 38 see the light 世に出る

39 地位 post 39 on demand 請求のあり次第

40 major in～ ～を専攻する 40 post 地位

41 小屋 hut 41 for ages 長い間

42 口頭で by word of mouth 42 be at large 逃走中

43 縁 edge 43 break out 発生する

44 わな trap 44 side by side 並んで

45 価値 worth 45 save face 面目を保つ

46 世に出る see the light 46 stop by 立ち寄る

曲順問題 ランダム問題


