
英検準２級／リンダリンダ

1 absence 欠席 1 ability 能力

2 committee 委員会 2 absence 欠席

3 population 人口 3 accessory 付属品

4 accessory 付属品 4 alarm 警報

5 種 species 5 bark ほえる

6 ぜいたく luxury 6 challenge ～を挑戦する

7 深さ depth 7 committee 委員会

8 condition 状態 8 community 地域社会

9 薬 drug' 9 competition 競争

10 兵器 weapon 10 condition 状態

11 器具 instrument 11 employ ～を雇う

12 fear 恐怖 12 entertain ～を歓待する

13 term 期間 13 fear 恐怖

14 記述 description 14 fold ～を折る

15 肺 lung 15 gain ～を得る

16 heart 心理学 16 heart 心理学

17 恐怖 horror 17 innocent 無罪の

18 competition 競争 18 level 水準

19 reality 現実 19 means 手段

20 respect ～を尊敬する 20 measure ～を測定する

21 employ ～を雇う 21 mere 単なる

22 reflect ～を反射する 22 military 軍隊

23 tie ～を結ぶ 23 murder 殺人

24 challenge ～を挑戦する 24 population 人口

25 bark ほえる 25 reality 現実

26 ability 能力 26 reflect ～を反射する

27 level 水準 27 regret ～を後悔する

28 alarm 警報 28 respect ～を尊敬する

29 shape ～を形づくる 29 shape ～を形づくる

30 means 手段 30 shot 発射

31 murder 殺人 31 spare 割く

32 娯楽 amusement 32 term 期間

33 運河 canal 33 tie ～を結ぶ

34 地理 geography 34 urgent 緊急の

35 毛布 blanket 35 luxury ぜいたく

36 fold ～を折る 36 canal 運河

37 労働 labor 37 instrument 器具

38 measure ～を測定する 38 scale 規模

39 gain ～を得る 39 description 記述

40 entertain ～を歓待する 40 horror 恐怖

41 spare 割く 41 amusement 娯楽

42 regret ～を後悔する 42 blend 混合

43 mere 単なる 43 species 種

44 urgent 緊急の 44 depth 深さ

45 薄い thin 45 geography 地理

46 innocent 無罪の 46 attention 注意

47 shot 発射 47 lung 肺

48 military 軍隊 48 thin 薄い

49 規模 scale 49 weapon 兵器

50 community 地域社会 50 blanket 毛布

51 混合 blend 51 drug' 薬

52 注意 attention 52 labor 労働

曲順問題 ランダム問題


