
英検２級／夏が来る

1 enable ～に～できるようにする 1 subtract ～を引く

2 boutique 婦人服専用店 2 quite ～をやめる

3 本能 instinct 3 courtesy 礼儀正しさ

4 項目 item 4 suspicious 疑い深い

5 市場調査 marketing 5 inhabitant 住人

6 保険 insurance 6 inevitable 避けられない

7 dispose ～を～したい気持ちにさせる 7 equivalent 同等の

8 避けられない inevitable 8 diagram 図

9 athlete スポーツ選手 9 essential 絶対必要な

10 記事 article 10 technical 技術的な

11 貯金 saving 11 elegant 優雅な

12 courtesy 礼儀正しさ 12 athlete スポーツ選手

13 おいしい飲み物 nectar 13 evaluate ～を評価する

14 instruct 命令する 14 marketing 市場調査

15 dedicate ～を捧げる 15 saving 貯金

16 quite ～をやめる 16 curly 巻き毛の

17 explore ～を探検する 17 inherit ～を相続する

18 relate ～を関係させる 18 hesitate ためらう

19 evaluate ～を評価する 19 trait 特性

20 行儀が悪い misbehave 20 investigate ～を調査する

21 論文 thesis 21 row 列

22 筋肉 muscle 22 economical 経済的な

23 所有 possession 23 economic 経済の

24 列 row 24 shake down A Aから金をゆする

25 不動産業者 developer 25 lie 寝る

26 住人 inhabitant 26 effective 効果的な

27 特性 trait 27 nectar おいしい飲み物

28 干ばつ drought 28 overlook ～を見下ろす

29 lie 寝る 29 insurance 保険

30 shake down A Aから金をゆする 30 incredible 信じられない

31 人目を引く noticeable 31 noticeable 人目を引く

32 essential 絶対必要な 32 article 記事

33 不合理な absurd 33 fierce どう猛な

34 incredible 信じられない 34 misbehave 行儀が悪い

35 経済の economic 35 drought 干ばつ

36 conclude ～と結論を下す 36 employee 従業員

37 従業員 employee 37 muscle 筋肉

38 diagram 図 38 dedicate ～を捧げる

39 overlook ～を見下ろす 39 suffer ～を受ける

40 expel ～を追いだす 40 conclude ～と結論を下す

41 hesitate ためらう 41 developer 不動産業者

42 spare ～を割く 42 expel ～を追いだす

43 admire ～を賞賛する 43 boutique 婦人服専用店

44 inherit ～を相続する 44 instinct 本能

45 investigate ～を調査する 45 absurd 不合理な

46 suffer ～を受ける 46 marine 海の

47 subtract ～を引く 47 spare ～を割く

48 どう猛な fierce 48 enable ～に～できるようにする

49 優雅な elegant 49 dispose ～を～したい気持ちにさせる

50 marine 海の 50 item 項目

51 巻き毛の curly 51 relate ～を関係させる

52 同等の equivalent 52 admire ～を賞賛する

53 経済的な economical 53 thesis 論文

54 技術的な technical 54 possession 所有

55 効果的な effective 55 explore ～を探検する

56 疑い深い suspicious 56 instruct 命令する

曲順問題 ランダム問題


