
英検準２級／キセキ

1 Take it easy.
気楽にね（無理をしないで、

落ち着いてね）
1 take A for B

 Aを Ｂと間違える（間違ってAをB

だと思う）
2 see if～ ～かどうか確かめる 2 colored 色つきの
3 surf 見て回る 3 stick ～を突き刺す（くっつく）
4 spill ～をこぼす 4 backyard 裏庭
5 totally 完全に（全く､とても） 5 恐ろしい scary 恐ろしい

6
I have an appointment

with～.
～と面会の約束があります 6

Please help yourself

to～.
 どうぞ～を自由にお取りください

7 believe in ～の存在を信じる 7 totally 完全に（全く､とても）
8 assistance 援助 8 dress up 正装する
9 dress up 正装する 9 assistance 援助
10 get A back from B ＢからＡを取り戻す 10 end up with 結局～で終わる
11 How about doing？ ～してはどうですか？ 11 spill ～をこぼす
12 hope for～ ～を願う 12 consult a dictionary 辞書をひく
13 imagination 想像 13 be  bad at ～が下手だ
14 smoke alarm 火災報知機 14 run after～ ～を追いかける
15 余分の（予備の） spare 15 copy ～の写しを取る
16 働く意欲 willingness to work 16 width 横幅
17 誇り pride 17 smoke alarm 火災報知機
18 利益 profit 18 the way～ ～のやり方

19
Please make yourself

at home.
楽にしてください 19

Have you ever been

to～？
 ～へ行ったことがありますか？

20 驚くほど（意外にも） surprisingly 20 unkind 不親切な
21 the instant that～ ～するとすぐに 21 rarely めったに～しない
22 separation 分離 22 in pairs 二人一組で
23 completely 完全に 23 ahead of～ ～の前に（～に先立って）

24 Hold on, please.
（電話で）そのまま切らずにお

待ちください
24 Hold on, please.

（電話で）そのまま切らずにお待ち

ください

25
Have you ever been to

～？
 ～へ行ったことがありますか？ 25 Is it OK if～？  ～してもいいですか？

26 be  bad at ～が下手だ 26 the instant that～ ～するとすぐに
27 clear はっきりした 27 clear はっきりした
28 take A for B  Aを Ｂと間違える（間違ってA 28 I have an ～と面会の約束があります
29 width 横幅 29 spare 余分の（予備の）
30 特に何も Nothing special. 30 toothache 歯痛
31 二人一組で in pairs 31 willingness to work 働く意欲
32 demonstrate ～を説明する 32 see if～ ～かどうか確かめる
33 end up with 結局～で終わる 33 get A back from B ＢからＡを取り戻す
34 Congratulations! おめでとう！ 34 profit 利益
35 色つきの colored 35 regarding ～に関して
36 正直な honest 36 imagination 想像
37 toothache 歯痛 37 surprisingly 驚くほど（意外にも）
38 広く widely 38 How about doing？ ～してはどうですか？

39
Please help yourself

to～.

 どうぞ～を自由にお取りくだ

さい
39 honest 正直な

40 責任のある responsible 40 I have to go now もう行かなくてはいけません

41 note
注釈（～に注意する、～を書き

留める）
41 note

注釈（～に注意する、～を書き留め

る）
42 regarding ～に関して 42 hope for～ ～を願う
43 rarely めったに～しない 43 pride 誇り
44 ahead of～ ～の前に（～に先立って） 44 responsible 責任のある
45 backyard 裏庭 45 believe in ～の存在を信じる
46 Is it OK if～？  ～してもいいですか？ 46 Certainly, sir.  かしこまりました。
47 不親切な unkind 47 park ～を駐車する
48 be certain to do 確かに～する（間違いなく～す 48 separation 分離
49 Certainly, sir.  かしこまりました。 49 demonstrate ～を説明する
50 as far as I know 私の知る限りでは 50 widely 広く
51 run after～ ～を追いかける 51 Please make 楽にしてください
52 恐ろしい 恐ろしい scary 52 surf 見て回る
53 stick ～を突き刺す（くっつく） 53 That would help. それは助かります
54 copy ～の写しを取る 54 be certain to do 確かに～する（間違いなく～する）
55 もう行かなくてはいけませ I have to go now 55 completely 完全に
56 park ～を駐車する 56 Nothing special. 特に何も
57 consult a dictionary 辞書をひく 57 Congratulations! おめでとう！

58 That would help. それは助かります 58 Take it easy.
気楽にね（無理をしないで、落ち

着いてね）
59 remind A of B ＡにＢを思い出させる 59 remind A of B ＡにＢを思い出させる
60 the way～ ～のやり方 60 as far as I know 私の知る限りでは

曲順問題 ランダム問題


