
英検3～5級／世界でいちばん熱い夏

1 look back at ～ ～を振り返って見る 1 guard 見張り人

2 for a moment ちょっとの間 2 frighten ～を怖がらせる

3 all day long 一日中ずっと 3 look back at ～ ～を振り返って見る

4 would love to do ～したい 4 for a moment ちょっとの間

5 as many as ～ ～もの 5 in common 共通して

6 neither ～もまた～しない 6 as(副詞）as one can できるだけ ～

7 the same as～ ～と同じ 7 value 価値

8 be sure that ～ 必ず～だと思う 8 neither ～もまた～しない

9 医学の medical 9 till ～まで

10 at first sight ひと目見て 10 medical 医学の

11 seem to be～ ～であるように思われる 11 personal 個人的な

12 be known as ～ ～として知られている 12 pause ～を休止する

13 少なくとも at least 13 be filled up with～ ～でいっぱいになる

14 be filled up with～ ～でいっぱいになる 14 nearby 近くに

15 できるだけ ～ as(副詞）as one can 15 bare 裸の

16 so A than B たいそうＡなのでＢ 16 lead ～を導く

17 in an instant すぐに 17 as many as ～ ～もの

18 個人的な personal 18 all day long 一日中ずっと

19 ourselves 私たち自身 19 instant 瞬間

20 delicious 非常においしい 20 so A than B たいそうＡなのでＢ

21 裸の bare 21 bowl 茶碗

22 現代の modern 22 release ～を放つ

23 in common 共通して 23 slide すべる

24 すべる slide 24 in an instant すぐに

25 lead ～を導く 25 forgive ～を許す

26 forgive ～を許す 26 would love to do ～したい

27 accident 事故 27 be sure that ～ 必ず～だと思う

28 value 価値 28 delicious 非常においしい

29 収穫 crop 29 ourselves 私たち自身

30 未来 future 30 at first sight ひと目見て

31 見張り人 guard 31 seem to be～ ～であるように思われる

32 till ～まで 32 hire ～を雇う

33 茶碗 bowl 33 the same as～ ～と同じ

34 How often～？ 何回 34 crop 収穫

35 ある～ certain 35 accident 事故

36 instant 瞬間 36 too ～もまた

37 nearby 近くに 37 How often～？ 何回

38 too ～もまた 38 certain ある～

39 hire ～を雇う 39 hope ～を望む

40 throughout        ～のいたるところで 40 storybook 物語本

41 rather むしろ 41 future 未来

42 frighten ～を怖がらせる 42 be known as ～ ～として知られている

43 dash ぶつかる 43 modern 現代の

44 hope ～を望む 44 rather むしろ

45 release ～を放つ 45 dash ぶつかる

46 pause ～を休止する 46 throughout        ～のいたるところで

47 物語本 storybook 47 at least 少なくとも
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