
英検２級／太陽と埃の中で

1 carry on with～ ～を続ける 1 give birth to～ ～を生み出す

2 give birth to～ ～を生み出す 2 carry on as usual いつも通りふるまう

3 wash one's hands of～ ～との関係を断つ 3 look up to～ ～を尊敬する

4 be as clear as day きわめて明白な 4 fall back on～ ～を頼る

5 water A down Aを水で薄める 5 with open arms 心から

6 on short notice 急に 6 precisely 正確に

7 run into～ ～に偶然出会う 7 water A down Aを水で薄める

8 by reason of ～という理由で 8 in general 一般的に

9 look up to～ ～を尊敬する 9 look out for～ ～に用心する

10 in general 一般的に 10 by reason of ～という理由で

11 悪化する change for the worse 11 in advance 前もって

12 犯罪の criminal 12 do without～ ～なしですます

13 expose A to B AをBにさらす 13 result in～ 結局～に終わる

14 out of control 抑制しきれなくて 14 in return for～ ～のお返しに

15 in view of～ ～の見えるところで 15 take sides with～ ～の味方をする

16 connect ～をつなげる 16 carry on with～ ～を続ける

17 go out with～ ～とデートをする 17 put up with ～を我慢する

18 fall back on～ ～を頼る 18 take charge of～ ～を預かる

19 take sides with～ ～の味方をする 19 be equal to～ ～にたえられる

20 take charge of～ ～を預かる 20 bring out～ ～を発表する

21 with open arms 心から 21 mostly たいてい

22 carry on as usual いつも通りふるまう 22 take effect 実施される

23 bring out～ ～を発表する 23 be as clear as day きわめて明白な

24 look out for～ ～に用心する 24 in charge of～ ～を担当して

25 take effect 実施される 25 go out with～ ～とデートをする

26 set foot on～ ～に上陸する 26 criminal 犯罪の

27 get over～ ～を克服する 27 wash one's hands of～ ～との関係を断つ

28 on a charge of～ ～の罪で 28 connect ～をつなげる

29 as follows 次のとおり 29 as follows 次のとおり

30 be equal to～ ～にたえられる 30 set foot on～ ～に上陸する

31 turn down～ ～を拒絶する 31 in view of～ ～の見えるところで

32 in advance 前もって 32 on short notice 急に

33 do without～ ～なしですます 33 out of control 抑制しきれなくて

34 give up doing ～するのをやめる 34 turn down～ ～を拒絶する

35 result in～ 結局～に終わる 35 in accordance with～ ～に従って

36 in return for～ ～のお返しに 36 get over～ ～を克服する

37 in charge of～ ～を担当して 37 expose A to B AをBにさらす

38 put up with ～を我慢する 38 give up doing ～するのをやめる

39 in accordance with～ ～に従って 39 run into～ ～に偶然出会う

40 正確に precisely 40 on a charge of～ ～の罪で

41 respecting ～に関して 41 change for the worse 悪化する

42 mostly たいてい 42 respecting ～に関して
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