
英検２級／全力少年

1 変えられる（改造できる） convertible 1 adequate 十分な（適した）

2 設備 facility 2 and so forth （そして）～など

3 明確な（特定の） specific 3 in A's shoes Aの立場で

4 亡くなる（過ぎ去る） pass away 4 be acquainted with～ ～と知り合いである

5 国家主義 nationalism 5 confirm ～を確かめる（～を確認する）

6 暴動 riot 6 deadline 締切

7 熱帯の tropical 7 diminish ～を減らす

8 悪夢 nightmare 8 dub ～を吹き替える

9 進む advance 9 elite 選り抜きの人々

10 in favor of～ ～に賛成して（～のために） 10 evolve ～を進化させる

11 正気の（健全な） sane 11 exhaustion 消耗

12 うまくいく do the trick 12 fascinate ～を魅了する（～にうっとりする）

13 くたばる kick the bucket 13 for good 永久に

14 transmit ～を送る 14 furnish ～に備え付ける

15 同種の homogeneous 15 in favor of～ ～に賛成して（～のために）

16 合計～になる add up to ～ 16 in full 全部

17 furnish ～に備え付ける 17 reverse ～を逆にする（逆）

18 動いて（発展して） be on the move 18 sled そり

19 Aの立場で in A's shoes 19 take down～ ～を書き留める

20 verify ～を確認する 20 transmit ～を送る

21 心の mental 21 verify ～を確認する

22 reverse ～を逆にする（逆） 22 do the trick うまくいく

23 十分な ample 23 collar えり

24 言葉の verbal 24 kick the bucket くたばる

25 elite 選り抜きの人々 25 so far これまでは

26 これまでは so far 26 slight わずかな

27 前線に to the front 27 nightmare 悪夢

28 confirm ～を確かめる（～を確認する） 28 bouquet 花束

29 and so forth （そして）～など 29 verbal 言葉の

30 えり collar 30 add up to ～ 合計～になる

31 sled そり 31 nationalism 国家主義

32 take down～ ～を書き留める 32 ample 十分な

33 evolve ～を進化させる 33 consumption 消費

34 fascinate ～を魅了する（～にうっとりする） 34 mental 心の

35 大聖堂 cathedral 35 advance 進む

36 崩れる give way 36 sane 正気の（健全な）

37 in full 全部 37 facility 設備

38 わずかな slight 38 to the front 前線に

39 花束 bouquet 39 cathedral 大聖堂

40 be acquainted with～ ～と知り合いである 40 be on the move 動いて（発展して）

41 exhaustion 消耗 41 homogeneous 同種の

42 deadline 締切 42 creep 忍び足で歩く

43 消費 consumption 43 tropical 熱帯の

44 dub ～を吹き替える 44  convertible 変えられる（改造できる）

45 adequate 十分な（適した） 45 give way 崩れる

46 for good 永久に 46 pass away 亡くなる（過ぎ去る）

47 忍び足で歩く creep 47 riot 暴動

48 diminish ～を減らす 48 specific 明確な（特定の）

曲順問題 ランダム問題


