
英検3～5級／ヘビーローテーション

1 exactly 正確に 1 set up 組み立てる

2 typically 典型的に 2 every other day 一日おき

3 予約されている reserved 3 at times 時々

4 ばかな foolish 4 exactly 正確に

5 不健康な unhealthy 5 foolish ばかな

6 自動式の automatic 6 put out 消す

7 不可能な impossible 7 automatic 自動式の

8 excellent りっぱな 8 unhealthy 不健康な

9 at times 時々 9 blow up 爆破する

10 消す put out 10 after all 結局

11 this time 今時分 11 once a week 週に１回

12 趣味として as a hobby 12 a day １日に付き

13 here and there あちこちに 13 die out 絶滅する

14 小包 package 14 heroine 女主人公

15 運び去る take away 15 jump into～ ～に飛び乗る

16 錠 lock 16 grow up 大人になる

17 はしご ladder 17 reserved 予約されている

18 put away 取っておく 18 ladder はしご

19 blow up 爆破する 19 play with～ ～と一緒に遊ぶ

20 die out 絶滅する 20 take away 運び去る

21 jump into～ ～に飛び乗る 21 excellent りっぱな

22 play with ～ ～と一緒に遊ぶ 22 mystery 神秘

23 go wrong 失敗する 23 recycling 再利用

24 side by side 並んで 24 lock 錠

25 a day １日に付き 25 as a hobby 趣味として

26 in public 公然と 26 package 小包

27 wash～away 洗い流す 27 hear of～ ～のうわさを聞く

28 be sure to do きっと～する 28 classical 古典の

29 手術 operation 29 here and there あちこちに

30 再利用 recycling 30 typically 典型的に

31 heroine 女主人公 31 go wrong 失敗する

32
stand on one's own
two feet

自立するんだね 32
stand on one's
own two feet

自立するんだね

33 週に１回 once a week 33 cut off 切り取る

34 神秘 mystery 34 as for as ～の範囲では

35 every other day 一日おき 35 impossible 不可能な

36 grow up 大人になる 36 put away 取っておく

37 set up 組み立てる 37 operation 手術

38 die from ～がもとで死ぬ 38 this time 今時分

39 hear of～ ～のうわさを聞く 39 side by side 並んで

40 結局 after all 40 in public 公然と

41 切り取る cut off 41 wash～away 洗い流す

42 as for as ～の範囲では 42 be sure to do きっと～する

43
make up one's mind
to do

～する決心をする 43
make up one's
mind to do

～する決心をする

44 古典の classical 44 die from ～がもとで死ぬ

曲順問題 ランダム問題


