
英検２級／バンザイ ～好きでよかった～ 

1 complete ～を完成する 1 The chances are that ～たぶん～だろう

2 be devoted to～ ～に専念して 2 end up doing 結局～する

3 set out to do ～しようとする 3 make up～ ～を作り上げる

4 take advantage of～ ～を再利用する 4 clear the air 疑いを晴らす

5 in spite of～ ～にもかかわらず 5 it's high time that～ とっくに～する時間で

6 in the face of ～に直面して 6 be involved in～ ～に熱中している

7 make up one's face 化粧する 7 be known to～ ～によって知られて

8 in honor of～ ～に敬意を表して 8 be up to date 最新で

9 cooperate with ～ ～と協力する 9 set out to do ～しようとする

10 go about doing ～し始める 10 pass out～ ～を配る

11 be up to date 最新で 11 make up one's face 化粧する

12 by special delivery 速達で 12 scratch one's head 途方に暮れる

13 make up～ ～を作り上げる 13 in the face of ～に直面して

14 get in～ ～の中に入る 14 dump ～を投げ捨てる

15 drop in at～ ～に立ち寄る 15 in spite of～ ～にもかかわらず

16 idle away～ 無駄に時間を過ごす 16 as a result 結果として

17 dump ～を投げ捨てる 17 count A out Aを除外する

18 remain ～のままでいる 18 strictly 厳しく

19 loan 借金 19 bring about～ ～を引き起こす

20 be in demand 需要がある 20 show off～ ～を見せびらかす

21 to say nothing of～ ～は言うまでもなく 21 get in～ ～の中に入る

22 疑いを晴らす clear the air 22 in honor of～ ～に敬意を表して

23 as a result 結果として 23 catch sight of～ ～を見つける

24 be short of～ ～が不足して 24 loanは 借金

25 be known to～ ～によって知られて 25 idle away～ 無駄に時間を過ごす

26 bring about～ ～を引き起こす 26 remain ～のままでいる

27 pass out～ ～を配る 27 be devoted to～ ～に専念して

28 catch sight of～ ～を見つける 28 in cold blood 冷酷に

29 to this day 今日まで 29 be in demand 需要がある

30 厳しく strictly 30 to say nothing of～ ～は言うまでもなく

31 count A out Aを除外する 31 drop in at～ ～に立ち寄る

32 The chances are that ～たぶん～だろう 32 sooner or later 遅かれ早かれ

33 it's high time that～ とっくに～する時間で 33 by special delivery 速達で

34 冷酷に in cold blood 34 go about doing ～し始める

35 be involved in～ ～に熱中している 35 take on～ ～を引き受ける

36 in a row 連続して 36 cooperate with ～ ～と協力する

37 途方に暮れる scratch one's head 37 in a row 連続して

38 take on～ ～を引き受ける 38 be too good to be true 何かあやしい

39 即座に on the spot 39 take advantage of～ ～を再利用する

40 show off～ ～を見せびらかす 40 be short of～ ～が不足して

41 遅かれ早かれ sooner or later 41 complete ～を完成する

42 end up doing 結局～する 42 to this day 今日まで

43 be too good to be true 何かあやしい 43 on the spot 即座に

曲順問題 ランダム問題


