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1 turn A into B AをBに変える 1 enough 十分な

2 no longer ～もはや～でない 2 hand in～ ～を提出する

3 or something か何か 3 learn to do ～するようになる

4 make the most of～ ～を最大限に活用する 4 quality 質

5 change one's mind 考えを変える 5 set to do ～に取り掛かる

6 bitter 苦い 6 bitter 苦い

7 とてもAなので～ so A that～ 7 see A off Aを見送る

8 cost かかる 8 put out～ ～を消す

9 be out of control 制御できない 9 run out of～ ～がなくなる

10 consist 成る 10 as A as before 以前のようにA

11 be just about to do まさに～するところである 11 turn A into B AをBに変える

12 Aを見送る see A off 12 affect ～に影響する

13 go on doing ～し続ける 13 cost かかる

14 learn to do ～するようになる 14 go on doing ～し続ける

15 for free 無料で 15 or something か何か

16 as A as before 以前のようにA 16 had better not do ～しない方がいい

17 That's how ～そのようにして～ 17 make the most of～ ～を最大限に活用する

18 end up ～終わる 18 be rich in～ ～に富んでいる

19 major in～ ～を専攻する 19 consist 成る

20 set to do ～に取り掛かる 20 earnest 真面目な

21 had better not do ～しない方がいい 21 be far from～ ～どころではない

22 質 quality 22 on the average 平均して

23 as if ～まるで～のように 23 That's how ～そのようにして～

24 行われる take place 24 out of work 始業していて

25 十分な enough 25 end up ～終わる

26 instead of～ ～の代わりに 26 major in～ ～を専攻する

27 Aになって初めてBにする not until A that B 27 no longer ～もはや～でない

28 始業していて out of work 28 instead of～ ～の代わりに

29 ignore ～を無視する 29 turn one's back ～に背を向ける

30 turn one's back ～に背を向ける 30 take place 行われる

31 真面目な earnest 31 as if ～まるで～のように

32 be rich in～ ～に富んでいる 32 be out of control 制御できない

33 put out～ ～を消す 33 change one's mind 考えを変える

34 be far from～ ～どころではない 34 so A that～ とてもAなので～

35 run out of～ ～がなくなる 35 not until A that B Aになって初めてBにする

36 on the average 平均して 36 put up with～ ～をがまんする

37 affect ～に影響する 37 ignore ～を無視する

38 hand in～ ～を提出する 38 be just about to do まさに～するところである

39 put up with～ ～をがまんする 39 for free 無料で
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