
英検準２級／大迷惑

1 記念品 souvenir 1 desire ～を望む

2 肉 flesh 2 be true of～ ～に当てはまる

3 industry 産業 3 keep up with～ ～についていく

4 やぶ bush 4 tremendous ものすごい

5 method 方法 5 flesh 肉

6 honor 名誉 6 expert 専門家

7 property 財産 7 property 財産

8 expert 専門家 8 electric 電気の

9 receipt 領収書 9 sharp 鋭い

10 admit ～を認める 10 volunteer 志願者

11 mention ～に言及する 11 savage どう猛な

12 hurt 傷をつける 12 vacant 空の

13 appreciate 高く評価する 13 remote 遠く離れた

14 scream 金切り声をあげる 14 advantage 有利な点で

15 let ～させる 15 tribe 部族

16 desire ～を望む 16 fantastic 素晴らしい

17 determine ～を決心する 17 cancer 癌

18 intelligent 知能の高い 18 terror 恐怖

19 uselessは 役に立たない 19 scream 金切り声をあげる

20 impressed 感銘して 20 talent 才能

21 savage どう猛な 21 hospitable もてなしの良い

22 positive 肯定的な 22 routine 決まり切った仕事

23 remote 遠く離れた 23 movement 運動

24 basic 基礎的な 24 mention ～に言及する

25 素晴らしい fantastic 25 basic 基礎的な

26 様相 aspect 26 determine ～を決心する

27 remark ～を述べる 27 civil 市民の

28 bet 賭ける 28 intelligent 知能の高い

29 若さ youth 29 method 方法

30 talent 才能 30 appreciate 高く評価する

31 部族 tribe 31 awful ひどい

32 税 tax 32 philosophy 哲学

33 癌 cancer 33 astronomy 天文学

34 terror 恐怖 34 receipt 領収書

35 advantage 有利な点で 35 honor 名誉

36 routine 決まり切った仕事 36 medical 医学の

37 astronomy 天文学 37 youth 若さ

38 tremendousは ものすごい 38 industry 産業

39 国際的な international 39 moral 道徳

40 ひどい awful 40 bush やぶ

41 civil 市民の 41 souvenir 記念品

42 鋭い sharp 42 tax 税

43 空の vacant 43 let ～させる

44 もてなしの良い hospitable 44 optimistic 楽天的な

45 強烈な intense 45 laughter 笑い

46 医学の medical 46 hurt 傷をつける

47 電気の electric 47 make out～ ～を理解する

48 楽天的な optimistic 48 bet 賭ける

49 keep up with～ ～についていく 49 admit ～を認める

50 be true of～ ～に当てはまる 50 positive 肯定的な

51 try out～ ～を試してみる 51 intense 強烈な

52 make out～ ～を理解する 52 impressed 感銘して

53 moral 道徳 53 useless 役に立たない

54 志願者 volunteer 54 try out～ ～を試してみる

55 哲学 philosophy 55 remark ～を述べる

56 笑い laughter 56 aspect 様相

57 運動 movement 57 international 国際的な

曲順問題 ランダム問題


