
英検２級／愛のバクダン

1 buffet （ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽの）軽食 1 be acquainted with ～と顔見知りである

2 call in （医師　専門家など）～を呼ぶ 2 post ～を貼る（～を掲示する、柱）

3 chilly ひんやりする（寒気のする） 3 be about to do （今にも）～しようとしている

4 clothing 衣類 4 behind closed doors 内密に

5 It looks like…  ～のようだ。 5 law 法律

6 investment 投資 6 show A to B ＡをＢへ案内する

7 on the whole 概して 7 clothing 衣類

8 post ～を貼る（～を掲示する、柱） 8 Did you take a look at～? ～を調べたかい？

9 rhythm リズム 9 call in （医師　専門家など）～を呼ぶ

10 hug 抱擁（～を抱きしめる） 10 habitat （動植物の）生息地

11 show A to B ＡをＢへ案内する 11 work on ～に取り組む

12 the pros and cons of～ ～の善し悪し 12 aluminum ｱﾙﾐﾆｳﾑ

13 That sounds～ それは～のように思える 13 measure 手段

14 owe A to B AはBのおかげである 14 That sounds～ それは～のように思える

15 make reference to～  ～に言及する 15 no wonder ～は全く不思議ではない

16 discrimination 差別 16 vanish 消える

17 work on ～に取り組む 17 around the corner 角を曲がって

18 measure 手段 18 on the whole 概して

19 no wonder ～は全く不思議ではない 19 rhythm リズム

20
I'd like to make an

appointment to see you.
会う約束をしたいのですが。 20 deposit

～を預ける（～を置いておく 預

金 内金）

21 law 法律 21 guideline 指針 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

22 vanish 消える 22 the pros and cons of～ ～の善し悪し

23 be about to do （今にも）～しようとしている 23 discrimination 差別

24 be acquainted with ～と顔見知りである 24 investment 投資

25 behind closed doors 内密に 25 buffet （ｾﾙﾌｻｰﾋﾞｽの）軽食

26 a world of difference 雲泥の差 26 a world of difference 雲泥の差

27 Did you take a look at～? ～を調べたかい？ 27 make reference to～ ～に言及する

28 make up with ～と仲直りをする 28 owe A to B AはBのおかげである

29 drop out 身を引く（脱落する） 29 It looks like… ～のようだ。

30 either of ～  ～のどちらでも 30 either of ～ ～のどちらでも

31 deposit
～を預ける（～を置いておく

預金 内金）
31 Can you help me with～?

私が～するのを手伝ってもらえ

ますか？

32 guideline 指針 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 32 allow for～ ～を考慮に入れる

33 allow for～ ～を考慮に入れる 33 be consistent with～ ～と一致している

34 around the corner 角を曲がって 34 hug 抱擁（～を抱きしめる）

35 check in
（ホテルなどで）宿泊の手続きする

（”飛行機の”搭乗手続きをする）
35 check in

（ホテルなどで）宿泊の手続きする（”

飛行機の”搭乗手続きをする）

36 habitat （動植物の）生息地 36 drop out 身を引く（脱落する）

37 aluminum ｱﾙﾐﾆｳﾑ 37 chilly ひんやりする（寒気のする）

38 be consistent with～ ～と一致している 38 make up with ～と仲直りをする

39
Can you help me with

～?

私が～するのを手伝ってもら

えますか？
39

I'd like to make an

appointment to see you.
会う約束をしたいのですが。

曲順問題 ランダム問題


