
英検準２級／奇跡の地球

1 airport 空港 1 So what? だから何なのですか？

2 code 暗号（規範） 2 What's the matter? どうしたの？

3 boss 上司 3 advertise ～を宣伝する

4 How come～？ なぜ～ですか？（どうして？） 4 airport 空港

5 vote 投票 5 The same to you. あなたもね

6 What's up? どうしたの？（元気かい？） 6 officer 警官（巡査、公務員、将校）

7 skin 肌 7 Come on! バカ言うな！ がんばれ！

8 suggestion 提案（暗示） 8 Watch out! 気を付けて

9 swing 揺れる 9 I'm afraid～ ～だと思います

10 Watch out! 気を付けて 10 staff 職員

11 whenever
 ～するときはいつでも

(いつ～しようとも)
11 It's up to you.

あなた次第

（あなたの責任です）

12 real 本当の 12 rug じゅうたん

13 rate 比率（割合　速度） 13 Don't worry. ご心配なく

14 staff 職員 14 swing 揺れる

15 rug じゅうたん 15 ill 病気で（悪い）

16 I'm afraid～ ～だと思います 16 real 本当の

17 I'm sorry to hear that.
それは残念

（それはお気の毒に）
17 whenever

 ～するときはいつでも

(いつ～しようとも)

18 be sold out 売り切れている 18 original 元々の（独創的な）

19 I'm full. 満腹です 19 I'm full. 満腹です

20 ill 病気で（悪い） 20 network 網状組織

21 hero 英雄（男性の主人公） 21 hero 英雄（男性の主人公）

22 network 網状組織 22 There is no doubt that～ ～は間違いない

23 over and over 繰り返して 23 How come～？ なぜ～ですか？（どうして？）

24 What's the matter? どうしたの？ 24  I'm not sure. よく分かりません

25 真実 truth 25 I'm sorry to hear that. それは残念（それはお気の毒に）

26 元々の（独創的な） original 26 What's up? どうしたの？（元気かい？）

27 officer 警官（巡査、公務員、将校） 27 over and over 繰り返して

28 ご心配なく Don't worry. 28 code 暗号（規範）

29  I'm not sure. よく分かりません 29  I'm having trouble with～. ～で困っています

30 It's up to you.
あなた次第（あなたの責任で

す）
30 Long time no see. お久しぶり

31 make a dicision 決定する（決意する） 31 be sold out 売り切れている

32 Come on! バカ言うな！ がんばれ！ 32 track 走路（線路）

33
 I'm having trouble

with～.
～で困っています 33 ring ～を鳴らす（鳴る）

34 advertise ～を宣伝する 34 Take care. （別れ際に）じゃ、気をつけて

35 Of course. もちろんです 35 spider クモ

36 ring ～を鳴らす（鳴る） 36 skin 肌

37 No way!
とんでもない！（ダメだ！お断り

だ、そんな馬鹿な）
37 No way!

とんでもない！

（ダメだ！お断りだ、そんな馬鹿な）

38 I'm just looking. 見ているだけ 38 make a dicision 決定する（決意する）

39 Long time no see. お久しぶり 39 Of course. もちろんです

40 There is no doubt that～ ～は間違いない 40 I'm just looking. 見ているだけ

41 This is A speaking. （電話で）Ａです（はい、Aです） 41 truth 真実

42 The same to you. あなたもね 42 This is A speaking. （電話で）Ａです（はい、Aです）

43 track 走路（線路） 43 suggestion 提案（暗示）

44 So what? だから何なのですか？ 44 boss 上司

45 Take care. （別れ際に）じゃ、気をつけて 45 vote 投票

46 クモ spider 46 rate 比率（割合　速度）

曲順問題 ランダム問題


