
英検準２級／恋心 ～KOI-GOKORO～ 

1 supreme 最高の 1 stand ～をがまんする

2 stand ～をがまんする 2 be said to do ～するそうだ

3 preserve ～を保存する 3 supreme 最高の

4 expand ～を拡大する 4 soul 魂

5 attempt ～を試みる 5 expand ～を拡大する

6 talk over ～について相談する 6 keep on doing ～し続ける

7 続けて on and on 7 feel free to do 自由に～する

8 catch up with～ ～に追いつく 8 in order to do ～するために

9 live on～ ～で暮しを立てる 9 attempt ～を試みる

10 get rid of～ ～を取り除く 10 together with～ ～に加えて

11 cause A to do Aに～させる 11 at one's best 絶好調で

12 on sale 売り出し中で 12 pass by 通り過ぎる

13 apart from～ ～は別にして 13 come up to～ ～に近づいてくる

14 together with～ ～に加えて 14 pay attention to～ ～に注意する

15 be under construction 建設中である 15 show up～ 現れる

16 針 hand 16 be sure of～ ～を確信している

17 run off～ ～を印刷する 17 be under construction 建設中である

18 be said to do ～するそうだ 18 for certain 確実に

19 keep on doing ～し続ける 19 be sure to do 必ず～する

20 hand in hand 手をつないで 20 bring about～ ～をもたらす

21 bring about～ ～をもたらす 21 catch up with～ ～に追いつく

22 back and forth 前後に 22 keep away from～ ～に近づかない

23 some other time いつかまた 23 evil 邪悪な

24 be sure to do 必ず～する 24 run off～ ～を印刷する

25 in order to do ～するために 25 live on～ ～で暮しを立てる

26 pass by 通り過ぎる 26 hand in hand 手をつないで

27 from time to time ときどき 27 on sale 売り出し中で

28 feel free to do 自由に～する 28 get rid of～ ～を取り除く

29 put A away Aを片づける 29 back and forth 前後に

30 魂 soul 30 hand 針

31 get along with～ ～と仲良くやっていく 31 affect ～に影響する

32 come up to～ ～に近づいてくる 32 set off 出発する

33 be sure of～ ～を確信している 33 get along with～ ～と仲良くやっていく

34 邪悪な evil 34 put A away Aを片づける

35 pay attention to～ ～に注意する 35 from time to time ときどき

36 keep away from～ ～に近づかない 36 talk over ～について相談する

37 at one's best 絶好調で 37 cause A to do Aに～させる

38 in the heart of～ ～の中心に 38 on and on 続けて

39 確実に for certain 39 some other time いつかまた

40 set off 出発する 40 in the heart of～ ～の中心に

41 show up～ 現れる 41 apart from～ ～は別にして

42 affect ～に影響する 42 preserve ～を保存する

曲順問題 ランダム問題


