
英検２級／渡月橋 ～君 想ふ～ 

1 out of stock 在庫切れで 1 champagne シャンペン

2 on patrol 巡回中で 2 Let me check～. ～をお調べしましょう

3 pay back ～を返済する（～に報復する） 3 with caution 慎重に

4 sort ～を分類する（～を選び出す） 4 pump ～をくみ出す（ポンプ）

5 solution 解決（解決策､解答） 5 perfume 香水(香り)

6 technically 専門的に（厳密に言えば） 6 on patrol 巡回中で

7 symptom 症状（徴候） 7 regulation 規則（規制）

8 with caution 慎重に 8 dramatic 劇的な(演劇の)

9 whereas ～に反して（～であるのに） 9 technically 専門的に（厳密に言えば）

10 I'll treat you. 私がごちそうします 10 linguistic 言語の（言語学の）

11 dramatic 劇的な(演劇の) 11 negative 消極的な

12 emergency treatment 応急処置 12 keep one's word 約束を守る

13 perfume 香水(香り) 13 restore ～を回復する（～を修復する）

14 religion 宗教 14 point 指さす

15 peak 頂点(山頂) 15 motorcycle オートバイ

16 champagne シャンペン 16 sort ～を分類する（～を選び出す）

17 go out of one’s way to do
わざわざ手を尽くして～する（回り

道をする）
17

go out of one’s way

to do

わざわざ手を尽くして～する（回り道

をする）

18 go through with
～を耐え抜く（～をやり通す　～を成

し遂げる）
18 pull off

～をやってのける（～を引っ張って取

る）

19 smash ～を粉砕する（～を強打する 強打） 19 smash ～を粉砕する（～を強打する　強打）

20 offender 違反者 20 out of stock 在庫切れで

21 negative 消極的な 21 symptom 症状（徴候）

22 motorcycle オートバイ 22 mineral 鉱物（ﾐﾈﾗﾙ）

23 monument 記念碑（史跡） 23 take back ～を取り消す（～を撤回する）

24 keep on 話し続ける 24 monument 記念碑（史跡）

25 Let me check～. ～をお調べしましょう 25 religion 宗教

26 linguistic 言語の（言語学の） 26 politely 丁寧に（礼儀正しく）

27 keep one's word  約束を守る 27 keep on 話し続ける

28 point 指さす 28 offender 違反者

29 pump ～をくみ出す（ポンプ） 29 solution 解決（解決策､解答）

30 take back ～を取り消す（～を撤回する） 30 kick out ～を追い出す

31 politely 丁寧に（礼儀正しく） 31 steady increase 着実な増加

32 rainstorm 暴風雨 32 vocabulary 語彙

33 pull off
～をやってのける（～を引っ張って取

る）
33 reverse the order 順序を入れ替える

34 regulation 規則（規制） 34 peak 頂点(山頂)

35 reverse the order 順序を入れ替える 35 go through with ～を耐え抜く（～をやり通す）

36 restore ～を回復する（～を修復する） 36 pay back ～を返済する（～に報復する）

37 steady increase 着実な増加 37 I'll treat you. 私がごちそうします

38 mineral 鉱物（ﾐﾈﾗﾙ） 38 emergency treatment 応急処置

39 vocabulary 語彙 39 rainstorm 暴風雨

40 kick out ～を追い出す 40 whereas ～に反して（～であるのに）

曲順問題 ランダム問題


