
英検準２級／孤独のRunaway

1 to begin with まずはじめに 1 keep an eye on～ ～から目を離さない

2 go on doing ～し続ける 2 against one's will ～の意思に反して

3 against one's will ～の意思に反して 3 be close to～ ～に近い

4 get through with～ ～を終える 4 out of sight 見えないところに

5 try on～ ～を試着する 5 regard A as B AをBとみなす

6 be based on～ ～に基づいている 6 be based on～ ～に基づいている

7 be close to～ ～に近い 7 It will not be long before～ 間もなく～

8 the last one to do 決して～しない人 8 all of a sudden 急に

9 be made up of～ ～で構成されている 9 mysterious 神秘的な

10 keep good time きちんと合う 10 be ashamed of～ ～を恥ずかしく思う

11 take part in～ ～に参加する 11 out of date 時代遅れで

12 on one's back あお向けになって 12 out of the question 問題にならない

13 all of a sudden 急に 13 be ill in bed 病気で寝ている

14 神秘的な mysterious 14 for a joke 冗談のつもりで

15 何度も over and over again 15 on and off 断続的に

16 逆さまに upside down 16 be critical of～ ～に批判的である

17 prevent A from doing Aが～するのを妨げる 17 go on doing ～し続ける

18 recover 回復する 18 be thankful for～ ～に感謝している

19 問題にならない out of the question 19 take part in～ ～に参加する

20 見えないところに out of sight 20 to begin with まずはじめに

21 out of date 時代遅れで 21 be made up of～ ～で構成されている

22 for a joke 冗談のつもりで 22 it is said that～ ～と言われている

23 regard A as B AをBとみなす 23 try on～ ～を試着する

24 be crowded with～ ～で混雑している 24 over and over again 何度も

25 It will not be long before～ 間もなく～ 25 be likely to do ～しそうである

26 keep an eye on～ ～から目を離さない 26 upside down 逆さまに

27 be familiar with～ ～に精通している 27 get through with～ ～を終える

28 not A but B AではなくB 28 prevent A from doing Aが～するのを妨げる

29 断続的に on and off 29 not A but B AではなくB

30 be likely to do ～しそうである 30 the last one to do 決して～しない人

31 be ill in bed 病気で寝ている 31 whether A or not Aかどうか

32 be thankful for～ ～に感謝している 32 on one's back あお向けになって

33 it is said that～ ～と言われている 33 be crowded with～ ～で混雑している

34 be critical of～ ～に批判的である 34 keep good time きちんと合う

35 be ashamed of～ ～を恥ずかしく思う 35 recover 回復する

36 whether A or not Aかどうか 36 be familiar with～ ～に精通している

曲順問題 ランダム問題


