
英検準２級／波乗りジョニー

1 decide on～ ～に決める 1 form 用紙(形)

2 corporation 大企業（株式会社） 2 physics 物理学

3 secondhand 中古の 3 plastic プラスチック

4 medium 中間の（中くらいの） 4 sit up late 夜更かしする

5 Please feel free to do. 遠慮なく～してください 5 raise ～を調達する(～を育てる）

6 Please say hello to～. ～によろしく言って 6 shelter 避難所

7 That's  a good idea. それはいい考えですね 7 accept ～を受け入れる

8
That's none of your

business.
余計なお世話です 8

That's none of your

business.
余計なお世話です

9 work for～ ～で働く 9 necessarily 必然的に（必ずしも）

10 within ～以内で 10 take a nap 昼寝する

11 take a nap 昼寝する 11 attraction 呼び物(名所)

12 terribly ひどく（とても） 12 That's  a good idea. それはいい考えですね

13 physics 物理学 13 within ～以内で

14 May I take a message? ご伝言を承りましょうか？ 14 memorize ～を暗記する(～を記憶する)

15 necessarily 必然的に（必ずしも） 15 historian 歴史学者

16 sit up late 夜更かしする 16 terribly ひどく（とても）

17 chemistry 科学 17 distant 遠い

18 cash register レジ 18 be about to ～するところである

19 come down
田舎へ来る

（”価格などが”下がる、降りてくる）
19 come down

田舎へ来る

（”価格などが”下がる、降りてくる）

20 dependent 頼っている（依存している） 20 dormitory 寮(寄宿舎)

21 gallery 美術館 21 data 資料(データ)

22 pound 英国の貨幣（ポンド） 22 cash 現金

23 raise ～を調達する(～を育てる） 23 hearing dog 聴導犬

24 reasonable 手ごろな 24 puppet 操り人形

25 skip ～を抜かす（～を飛ばす） 25 dependent 頼っている（依存している）

26 take A back to B BへＡを返品する 26 butterfly チョウ

27 Anything else? 他にありますか。 27 downstairs 階下で

28 accept ～を受け入れる 28 cycle 循環する(自転車に乗る)

29 block ～を封鎖する（～を邪魔する） 29 mobile 移動可能な

30 guard ～を守る（～を監視する） 30 Please say hello to～. ～によろしく言って

31 hearing dog 聴導犬 31 pound 英国の貨幣（ポンド）

32 downstairs 階下で 32 guard ～を守る（～を監視する）

33 data 資料(データ) 33 gallery 美術館

34 cycle 循環する(自転車に乗る) 34 Please feel free to do. 遠慮なく～してください

35 dormitory 寮(寄宿舎) 35 secondhand 中古の

36 distant 遠い 36 skip ～を抜かす（～を飛ばす）

37 crocodile 熱帯産の大型ワニ 37 May I take a message? ご伝言を承りましょうか？

38 attraction 呼び物(名所) 38 take A back to B BへＡを返品する

39 board 委員会 39 work for～ ～で働く

40 by the time～ ～するときまでに 40 decide on～ ～に決める

41 endlessly 果てしなく 41 board 委員会

42 be injured けがをする 42 medium 中間の（中くらいの）

43 be about to ～するところである 43 corporation 大企業（株式会社）

44 almost ほとんど(もう少しで) 44 Anything else? 他にありますか。

45 memorize ～を暗記する(～を記憶する) 45 fossil 化石

46 shelter 避難所 46 by the time～ ～するときまでに

47 rapidly 急速に(素早く) 47 block ～を封鎖する（～を邪魔する）

48 puppet 操り人形 48 crocodile 熱帯産の大型ワニ

49 plastic プラスチック 49 endlessly 果てしなく

50 mobile 移動可能な 50 delighted 喜んで

51 form 用紙(形) 51 cash register レジ

52 delighted 喜んで 52 almost ほとんど(もう少しで)

53 educate ～を教育する 53 chemistry 科学

54 historian 歴史学者 54 rapidly 急速に(素早く)

55 butterfly チョウ 55 be injured けがをする

56 cash 現金 56 educate ～を教育する

57 fossil 化石 57 reasonable 手ごろな

曲順問題 ランダム問題


