
英検２級／ラブ・ストーリーは突然に

1 take A's word for it Aの言うことを信じる 1 accuse A of B AをBということで非難する

2 have every reason to do ～するだけの理由がある 2 set out 出発する

3 set out 出発する 3 substantial 相当な

4 hear from～ ～から便りがある 4 be indifferent to～ ～に無関心な

5 keep up with～ ～に遅れないでついていく 5 as a token of～ ～の証拠に

6 AをBということで非難する accuse A of B 6 subject to～ ～を条件として

7 本腰を入れた get down to business 7 There is no need to do ～する必要はない

8 考え直す have second thoughts 8 with the intention of doing ～するつもりで

9 as a token of～ ～の証拠に 9 make the most of～ ～を最大限に活用する

10 慎重に発言する weigh one's words 10 penniless 一文無しの

11 other things being equal 他の条件が同じならば 11 inexpensive 安い

12 BのことでAをとがめる blame A for B 12 scratch a living どうにかして暮らす

13 be indifferent to～ ～に無関心な 13 hear from～ ～から便りがある

14 confuse ～を混同する 14 get down to business 本腰を入れた

15 明らかな obvious 15 valid 妥当な

16 地方の regional 16 keep up with～ ～に遅れないでついていく

17 do everything in one's power できる限りのことをする 17 beyond comparison 比べものにならないほど

18 scratch a living どうにかして暮らす 18 regional 地方の

19 with the intention of doing ～するつもりで 19 as time goes by 時間がたつにつれて

20 妥当な valid 20 have second thoughts 考え直す

21 安い inexpensive 21 have every reason to do ～するだけの理由がある

22 一文無しの penniless 22 confuse ～を混同する

23 beyond comparison 比べものにならないほど 23 think twice about doing ～するのをよく考える

24 全体の entire 24 do everything in one's power できる限りのことをする

25 過度の excessive 25 weigh one's words 慎重に発言する

26 make the most of～ ～を最大限に活用する 26 other things being equal 他の条件が同じならば

27 There is no need to do ～する必要はない 27 near 近い

28 think twice about doing ～するのをよく考える 28 obvious 明らかな

29 近い near 29 take A's word for it Aの言うことを信じる

30 make the best of～ ～をうまく乗り切る 30 blame A for B BのことでAをとがめる

31 subject to～ ～を条件として 31 excessive 過度の

32 相当な substantial 32 entire 全体の

33 as time goes by 時間がたつにつれて 33 make the best of～ ～をうまく乗り切る
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