
英検準２級／名もなき詩

1 flashlight 懐中電灯 1 30代で in one’s thirties

2 wherever どこへ～しようとも 2 embarrass 当惑する（～に恥ずかしい思いをさせる）

3 wealthy 裕福な 3 award ～を与える

4 concrete 具体的な（コンクリート製の） 4 be against～ ～に反対である

5 Do you mind if～？ ～してもいいですか。 5 be related to～ ～に関係がある

6 get A to do Ａに～してもらう 6 be said to be～ ～であると言われている

7 listen for  ～に聞き耳立てる 7 be suited for  ～に適している

8 demonstration 実演（デモ） 8 by the end  of ～ ～の終わりまでには

9 How are you doing? 元気でやっていますか？ 9 demonstration 実演（デモ）

10
more～than A had

expected
 Aが思っていたよりも～だ 10 Can I try on～? ～を試着できますか？

11 That depends 時と場合による（場合によります） 11 collect ～を集める

12 be said to be～ ～であると言われている 12 concrete 具体的な（コンクリート製の）

13 identify
～を識別する（～を特定する・～が何であ

るかわかる）
13

Could you tell me

where～？
どこで～か教えていただけますか？

14 strongly 強く（激しく） 14 co-worker 同僚（協力者）

15
You have the wrong

number.
（電話で）番号を間違えてます 15

have A in common with

B
 Bと共通してＡを持つ（共通点がある）

16 have a sore throat のどが痛む 16 deeply 深く

17 have A in common with B  Bと共通してＡを持つ（共通点がある） 17 identify
～を識別する（～を特定する・～が何であ

るかわかる）

18 equally 等しく（同程度に） 18 Do you mind if～？ ～してもいいですか。

19 I'm home. ただいま 19 reunion 再会（再結合）

20 前途有望な promising 20 emergency aid 救援隊

21 satisfactory 満足いく 21 equally 等しく（同程度に）

22 spicy 薬味の効いてる（ぴりっとした） 22 flashlight 懐中電灯

23 stressful 緊張を強いる（ストレスの原因となる） 23 present ～を提案する（現在の・出席している）

24 be suited for  ～に適している 24 currently 現在のところ

25 be related to～ ～に関係がある 25 have a sore throat のどが痛む

26 transport ～を輸送する 26 hopefully 願わくば（うまくいけば）

27 traffic accident 交通事故 27 How are you doing? 元気でやっていますか？

28 交通規則 traffic rule 28 I can't help it. 仕方ありません

29 attendant （会社・ホテル等の）サービス係 29 attendant （会社・ホテル等の）サービス係

30 hopefully 願わくば（うまくいけば） 30 I'm home. ただいま

31 nationality 国籍 31 listen for  ～に聞き耳立てる

32 reunion 再会（再結合） 32 make one's bed ベッドを整える

33 present ～を提案する（現在の・出席している） 33
more～than A had

expected
 Aが思っていたよりも～だ

34 restroom 化粧室（トイレ） 34 nationality 国籍

35 be against～ ～に反対である 35 get A to do Ａに～してもらう

36 award ～を与える 36 rescue ～を救助する

37 deeply 深く 37 restroom 化粧室（トイレ）

38 campaign 運動（キャンペーン） 38 campaign 運動（キャンペーン）

39 co-worker 同僚（協力者） 39 satisfactory 満足いく

40 I can't help it. 仕方ありません 40 spicy 薬味の効いてる（ぴりっとした）

41 rescue ～を救助する 41 stressful 緊張を強いる（ストレスの原因となる）

42 emergency aid 救援隊 42 strongly 強く（激しく）

43 娯楽（催し物） entertainment 43 That depends 時と場合による（場合によります）

44 embarrass 当惑する（～に恥ずかしい思いをさせる） 44 traffic accident 交通事故

45 collect ～を集める 45 transport ～を輸送する

46 currently 現在のところ 46 wealthy 裕福な

47
Could you tell me where

～？
どこで～か教えていただけますか？ 47

You have the wrong

number.
（電話で）番号を間違えてます

48 利益（恩恵） benefit 48 wherever どこへ～しようとも

49 make one's bed ベッドを整える 49 entertainment 娯楽（催し物）

50 30代で in one’s thirties 50 traffic rule 交通規則

51 by the end  of ～ ～の終わりまでには 51 promising 前途有望な

52 Can I try on～? ～を試着できますか？ 52 arrival 到着

53 到着 arrival 53 benefit 利益（恩恵）

曲順問題 ランダム問題


