
英検準２級／BE MY BABY 

1 be away from～ ～から離れている 1 idle 怠惰な

2 take a look at～ ～を一見する 2 be absorbed in～ ～に熱中する

3 実を言えば To tell the truth, 3 cottage 別荘

4 A and so on Aなど 4 hold ～を持つ

5 no so much A as B AというよりはむしろB 5 forth 前方へ

6 ダイエットをしている be on a diet 6 take a look at～ ～を一見する

7 get over～ ～を克服する 7 go through～ ～を経験する

8 lead A to B AをBに導く 8 come about 起こる

9 be absorbed in～ ～に熱中する 9 atomic 原子の

10 come about 起こる 10 faith 信頼

11 forth 前方へ 11 A and so on Aなど

12 go through～ ～を経験する 12 float 浮かぶ

13 仮に indeed 13 precious 貴重な

14 be married to～ ～と結婚している 14 former 以前の

15 2倍の double 15 no so much A as B AというよりはむしろB

16 普通の common 16 be away from～ ～から離れている

17 以前の former 17 justice 正義

18 原子の atomic 18 lead A to B AをBに導く

19 貴重な precious 19 get over～ ～を克服する

20 怠惰な idle 20 common 普通の

21 float 浮かぶ 21 be married to～ ～と結婚している

22 hold ～を持つ 22 To tell the truth, 実を言えば

23 grip ～を握る 23 indeed 仮に

24 信頼 faith 24 double 2倍の

25 別荘 cottage 25 be on a diet ダイエットをしている

26 正義 justice 26 grip ～を握る

27 平均 average 27 average 平均

28 野心 ambition 28 ambition 野心

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／BE THERE

1 put an end to～ ～を終わらせる 1 less than～ ～より少なく

2 brief 短い 2 urban 都会の

3 draw up～ 止まる 3 for one's lifeは 必死になって

4 make A into B AをBにする 4 raw 生の

5 nothing but～ ただ～だけ 5 be busy doing ～するのに忙しい

6 いろいろな a variety of～ 6 owe A to B AをBに負っている

7 look down on～ ～を見下す 7 be dressed in～ ～の服装をする

8 心の mental 8 mental 心の

9 follow ～を追う 9 learn A by heart Aを暗記する

10 be dressed in～ ～の服装をする 10 joyful 楽しい

11 have A in mind Aを考えている 11 turn out to be～ ～であることがわかる

12 take A into account Aを考慮に入れる 12 prove to be～ ～であることがわかる

13 turn out to be～ ～であることがわかる 13 by accident 偶然に

14 that of～ ～のそれ 14 follow ～を追う

15 joyful 楽しい 15 opposite 反対の

16 記念の memorial 16 spend A doing Aを～して過ごす

17 spend A doing Aを～して過ごす 17 be worth doing ～する価値がある

18 by accident 偶然に 18 have A in mind Aを考えている

19 pass down A to Bは AをBに伝える 19 brief 短い

20 prove to be～ ～であることがわかる 20 a variety of～ いろいろな

21 in vain だめで 21 They say that～ ～だそうだ

22 owe A to B AをBに負っている 22 just around the corner すぐ間近に

23 be worth doing ～する価値がある 23 royal 王の

24 urge A to do Aに～するように促す 24 make comments on～ ～を論評する

25 just around the corner すぐ間近に 25 mean to do ～するつもりだ

26 They say that～ ～だそうだ 26 pick A up Aを車で迎えに行く

27 反対の opposite 27 urge A to do Aに～するように促す

28 都会の urban 28 memorial 記念の

29 法律の legal 29 legal 法律の

30 王の royal 30 look down on～ ～を見下す

31 pick A up Aを車で迎えに行く 31 draw up～ 止まる

32 for one's lifeは 必死になって 32 that of～ ～のそれ

33 裸の naked 33 in vain だめで

34 派手な loud 34 theme 主題

35 生の raw 35 flat 平らな

36 mean to do ～するつもりだ 36 loud 派手な

37 less than～ ～より少なく 37 put an end to～ ～を終わらせる

38 平らな flat 38 make A into B AをBにする

39 learn A by heart Aを暗記する 39 nothing but～ ただ～だけ

40 主題 theme 40 take A into account Aを考慮に入れる

41 be busy doing ～するのに忙しい 41 pass down A to Bは AをBに伝える

42 make comments on～ ～を論評する 42 naked 裸の

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／DIAMONDS

1 quite 全く 1 favor 好意

2 離れて apart 2 treasure 宝物

3 一度に at a time 3 flour 小麦粉

4 bring in～ ～をもたらす 4 engagement 約束

5 look up～ ～を調べる 5 prime 主要な

6 in spite of～ ～にもかかわらず 6 observe ～を観察する

7 feel at home くつろぐ 7 quite 全く

8 more than anything else 他の何よりも 8 apart 離れて

9 out of one's way 邪魔にならないところに 9 factor 要素

10 at times ときどき 10 look up～ ～を調べる

11 今のところ right now 11 break one's promise 約束破る

12 a sort of～ ～のようなもの 12 at times ときどき

13 stay up late 夜更かしする 13 global 世界的な

14 take A back to Aに～を思い出させる 14 a bit of～ 少量の～

15 break one's promise 約束破る 15 bring in～ ～をもたらす

16 地帯 region 16 be at a loss 途方にくれる

17 食欲 appetite 17 sour 酸っぱい

18 be at a loss 途方にくれる 18 more than anything else 他の何よりも

19 好意 favor 19 standard 標準の

20 液体 liquid 20 see to it  that～ ～であるように取り計らう

21 小麦粉 flour 21 send out～ ～を送り出す

22 institution 制度 22 liquid 液体

23 約束 engagement 23 head for～ ～へ向かう

24 結果 effect 24 region 地帯

25 以前の previous 25 for funは 楽しみに

26 主要な prime 26 a sort of～ ～のようなもの

27 世界的な global 27 appetite 食欲

28 observe ～を観察する 28 alike よく似て

29 betray ～を裏切る 29 in spite of～ ～にもかかわらず

30 represent ～を代表する 30 stay up late 夜更かしする

31 standard 標準の 31 previous 以前の

32 上の方の upper 32 in detail 詳細に

33 send out～ ～を送り出す 33 right now 今のところ

34 詳細に in detail 34 be out of breath 息切れする

35 Aもまた A as well 35 early 早い

36 head for～ ～へ向かう 36 major 主要な

37 for fun 楽しみに 37 represent ～を代表する

38 a bit of～ 少量の～ 38 fuel 燃料

39 major 主要な 39 A as well Aもまた

40 behave oneself 行儀よくする 40 behave oneself 行儀よくする

41 be out of breath 息切れする 41 feel at home くつろぐ

42 fuel 燃料 42 betray ～を裏切る

43 要素 factor 43 at a time 一度に

44 宝物 treasure 44 upper 上の方の

45 excellent 優れた 45 effect 結果

46 早い early 46 excellent 優れた

47 sour 酸っぱい 47 out of one's way 邪魔にならないところに

48 alike よく似て 48 institution 制度

49 see to it  that～ ～であるように取り計らう 49 take A back to Aに～を思い出させる

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／GIMME YOUR LOVE ～不屈の LOVE DRIVE

1 introduce A to B AをBに紹介する 1 fulfill ～を果たす

2 to be sure 確かに 2 ideal 理想的な

3 by way of～ ～経由で 3 get used to doing ～することに慣れる

4 hang up 電話を切る 4 stand for～ ～を表す

5 solid 個体の 5 throw away～ ～を捨てる

6 乗車して on board 6 anniversary 記念日

7 make way for～ ～に道を譲る 7 hang up 電話を切る

8 be made of～ ～でできている 8 dig ～を掘る

9 賃貸用の for rent 9 domestic 家庭内の

10 stand for～ ～を表す 10 come along 一緒にくる

11 throw away～ ～を捨てる 11 repair ～を修理する

12 get used to doing ～することに慣れる 12 wait 待つ

13 make an appointment with～ ～と会う約束をする 13 be made of～ ～でできている

14 諺 proverb 14 suffer 苦しむ

15 のど throat 15 be willing to do 進んで～する

16 なお悪いことには what is worse 16 disappear 見えなくなる

17 come along 一緒にくる 17 allow A to do Aに～するのを許す

18 unless もし～でなければ 18 at the same time 同時に

19 think of A as B AをBと考える 19 make an appointment with～ ～と会う約束をする

20 dig ～を掘る 20 introduce A to B AをBに紹介する

21 stress ～を強調する 21 make friends with～ ～と友達になる

22 repair ～を修理する 22 throat のど

23 trust ～を信用する 23 to be sure 確かに

24 handle ～を取り扱う 24 stress ～を強調する

25 hide ～を隠す 25 what is worse なお悪いことには

26 beg ～を請う 26 solid 個体の

27 check ～を検査する 27 sink 沈む

28 fulfill ～を果たす 28 make way for～ ～に道を譲る

29 blame ～を非難する 29 for rent 賃貸用の

30 精力的な energetic 30 handle ～を取り扱う

31 external 外部の 31 beast 獣

32 domestic 家庭内の 32 external 外部の

33 見事な splendid 33 blame ～を非難する

34 wait 待つ 34 individual 個々の

35 suffer 苦しむ 35 think of A as B AをBと考える

36 worth ～の価値がある 36 splendid 見事な

37 regular 規則正しい 37 trust ～を信用する

38 工業の industrial 38 on board 乗車して

39 個々の individual 39 identity 同一性

40 獣 beast 40 tongue 舌

41 disappear 見えなくなる 41 beg ～を請う

42 postpone ～を延期する 42 proverb 諺

43 舌 tongue 43 industrial 工業の

44 identity 同一性 44 worth ～の価値がある

45 anniversary 記念日 45 energetic 精力的な

46 point out～ ～を指摘する 46 regular 規則正しい

47 be willing to do 進んで～する 47 unless もし～でなければ

48 沈む sink 48 hide ～を隠す

49 allow A to do Aに～するのを許す 49 melt 溶ける

50 melt 溶ける 50 by way of～ ～経由で

51 ideal 理想的な 51 point out～ ～を指摘する

52 同時に at the same time 52 check ～を検査する

53 make friends with～ ～と友達になる 53 postpone ～を延期する

54 call off～ ～を中止する 54 call off～ ～を中止する

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／HOT FASHION ～流行過多～ 

1 in any case とにかく 1 occur 起こる
2 矢 arrow 2 display ～を展示する
3 政治 politics 3 freeze 凍る
4 通路 aisle 4 politics 政治
5 angle 角度 5 regulate ～を規制する
6 評判 reputation 6 increase 増加する
7 区別 distinction 7 urge ～を促す
8 popularity 人気 8 include ～を含む
9 理論 theory 9 stick 執着する

10 刑務所 jail 10 dive 飛び込む
11 advance 前進する 11 purpose 目的地
12 資源 resource 12 personality 個性
13 excuse 言い訳をする 13 surroundings 環境
14 判決 judgment 14 advance 前進する
15 medium 媒介物 15 jail 刑務所
16 surface 表面 16 element 要素
17 do well 成績が良い 17 debate 討論
18 外食する eat out 18 distinction 区別
19 face face 面と向かって 19 discourage ～を落胆させる
20 care for ～を好む（～を世話する） 20 angle 角度
21 過程 process 21 organization 組織
22 収入 income 22 coincidence 一致
23 prejudice 偏見 23 income 収入
24 coincidence 一致 24 process 過程
25 debate 討論 25 proof 証拠
26 fatigue 疲労 26 judgment 判決
27 wheel 車輪 27 delight 喜ばせる
28 instinct 本能 28 rob ～を奪い取る
29 purpose 目的地 29 substance 物質
30 bill 勘定書 30 favor 好意
31 環境 surroundings 31 materialで 材料
32 進歩 progress 32 aisle 通路
33 材料 material 33 run ～を動かす
34 好意 favor 34 resource 資源
35 卒業 graduation 35 surround ～を囲む
36 organization 組織 36 passage 通路
37 機能 function 37 decide ～を決心する
38 証拠 proof 38 prejudice 偏見
39 物質 substance 39 adjust 順応する
40 教授 professor 40 medium 媒介物
41 個性 personality 41 popularity 人気
42 palace 宮殿 42 gulf 湾
43 反対 contrary 43 theory 理論
44 element 要素 44 functionで 機能
45 通路 passage 45 select ～を選択する
46 increase 増加する 46 progress 進歩
47 urge ～を促す 47 bill 勘定書
48 discourage ～を落胆させる 48 professor 教授
49 decide ～を決心する 49 excuse 言い訳をする
50 occur 起こる 50 tend ～しがちである
51 spend ～を費やす 51 arrow 矢
52 surround ～を囲む 52 fatigue 疲労
53 fix ～を修理する 53 fix ～を修理する
54 cause ～を引き起こす 54 contrary 反対
55 regulate ～を規制する 55 face face 面と向かって
56 tend ～しがちである 56 forgive ～を許す
57 adjust 順応する 57 reputation 評判
58 freeze 凍る 58 graduation 卒業
59 stick 執着する 59 instinct 本能
60 include ～を含む 60 surface 表面
61 display ～を展示する 61 wheel 車輪
62 dive 飛び込む 62 spend ～を費やす
63 delight 喜ばせる 63 in any case とにかく
64 rob ～を奪い取る 64 cause ～を引き起こす
65 bind ～を縛る 65 do well 成績が良い
66 run ～を動かす 66 care for ～を好む（～を世話する）
67 forgive ～を許す 67 bind ～を縛る
68 select ～を選択する 68 palace 宮殿
69 湾 gulf 69 eat out 外食する

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／KNOCKIN'ON YOUR DOOR

1 豊富 plenty 1 disease 病気

2 奴隷 slave 2 muscle 筋肉

3 署名 autograph 3 autograph 署名

4 fellow 仲間 4 satisfy ～を満足させる

5 community 地域社会 5 attract ～を魅惑する

6 create ～を想像する 6 fault 欠点

7 excite ～を興奮させる 7 concept 概念

8 praise ～を賞賛する 8 praise ～を賞賛する

9 muscle 筋肉 9 negative 否定の

10 take it for granted that～ ～を当然とみなす 10 suitable ふさわしい

11 着実な steady 11 plenty 豊富

12 wipe ～を拭く 12 emphasize ～を強調する

13 suitable ふさわしい 13 similar 類似した

14 cruel 残酷な 14 amount 統計～になる

15 similar 類似した 15 plain 明らかな

16 gentle 優しい 16 community 地域社会

17 vast 広大な 17 cruel 残酷な

18 明らかな plain 18 chemical 科学の

19 普通の ordinary 19 immigrate 移住してくる

20 emphasize ～を強調する 20 provide ～を供給する

21 declare ～を宣言する 21 excite ～を興奮させる

22 suggest ～を提案する 22 article 記事

23 answer 答える 23 stationery 文房具

24 satisfy ～を満足させる 24 opportunity 機会

25 fault 欠点 25 wipe ～を拭く

26 immigrate 移住してくる 26 evolution 進化

27 attract ～を魅惑する 27 exact 正確な

28 進化 evolution 28 author 著者

29 陳述 statement 29 statement 陳述

30 article 記事 30 answer 答える

31 pity 哀れみ 31 joint 共同の

32 機会 opportunity 32 ordinary 普通の

33 概念 concept 33 pity 哀れみ

34 病気 disease 34 steady 着実な

35 文房具 stationery 35 create ～を想像する

36 author 著者 36 vast 広大な

37 amount 統計～になる 37 take it for granted that～ ～を当然とみなす

38 provide ～を供給する 38 slave 奴隷

39 科学の chemical 39 gentle 優しい

40 共同の joint 40 declare ～を宣言する

41 exact 正確な 41 fellow 仲間

42 否定の negative 42 suggest ～を提案する

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／LOVEマシーン

1 rely 信頼する 1 bow おじぎをする
2 worship ～を崇拝する 2 movement 運動
3 retire 退く 3 rely 信頼する
4 ひざまずく kneel 4 consumer 消費者
5 unite 一つになる 5 moreover その上
6 review ～を復習する 6 wage 賃金
7 seize ～を捕らえる 7 reward 報酬
8 太陽の solar 8 charge 料金
9 ほとんど nearly 9 approve 承認する
10 beneath ～の下に 10 misfortune 不運
11 alone 一人だけで 11 impose ～を課する
12 単一の single 12 flow 流れる
13 used to do ～するのが常だった 13 perfection 完全
14 脅迫 threat 14 seize ～を捕らえる
15 反応 reaction 15 account 説明
16 良心 conscience 16 match ～と調和する
17 response 応答 17 liberal 自由な
18 接近 access 18 rent ～を賃借りする
19 向ける aim 19 earn ～を稼ぐ
20 説明 account 20 diligent 勤勉な
21 静寂 silence 21 single 単一の
22 perfection 完全 22 elsewhere ほかのところで
23 報酬 reward 23 refer 言及する
24 scare ～を怖がらせる 24 slight わずかな
25 入場 admission 25 valley 谷
26 伝説 legend 26 reaction 反応
27 aside かたわらに 27 tiptoe つま先
28 elsewhere ほかのところで 28 poverty 貧乏
29 その上 moreover 29 legend 伝説
30 harvest 収穫 30 alone 一人だけで
31 つま先 tiptoe 31 peacock 孔雀
32 避難 shelter 32 presence 出席
33 原則 principle 33 natural 自然の
34 感覚 interval 34 interval 感覚
35 charge 料金 35 infant 幼児
36 wage 賃金 36 beneath ～の下に
37 貧乏 poverty 37 aside かたわらに
38 presence 出席 38 merit 長所
39 運動 movement 39 kneel ひざまずく
40 小川 stream 40 scare ～を怖がらせる
41 長所 merit 41 used to do ～するのが常だった
42 小屋 cabin 42 nearly ほとんど
43 liar 嘘つき 43 passage 通路
44 幼児 infant 44 worship ～を崇拝する
45 district 地区 45 response 応答
46 bow おじぎをする 46 unite 一つになる
47 cure ～を治療する 47 principle 原則
48 impose ～を課する 48 harvest 収穫
49 earn ～を稼ぐ 49 review ～を復習する
50 approve 承認する 50 retire 退く
51 match ～と調和する 51 choice 選択
52 勤勉な diligent 52 admission 入場
53 slight わずかな 53 sigh ため息つく
54 自然の natural 54 cabin 小屋
55 自由な liberal 55 district 地区
56 神話 myth 56 solar 太陽の
57 長さ length 57 stream 小川
58 通路 passage 58 myth 神話
59 rent ～を賃借りする 59 liar 嘘つき
60 refer 言及する 60 conscience 良心
61 sigh ため息つく 61 cure ～を治療する
62 flow 流れる 62 length 長さ
63 選択 choice 63 access 接近
64 消費者 consumer 64 shelter 避難
65 孔雀 peacock 65 aim 向ける
66 misfortune 不運 66 silence 静寂
67 谷 valley 67 threat 脅迫

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／Pleasure '98 ～人生の快楽～ 

1 come to do ～するようになる 1 tough 丈夫な

2 as a result of～ ～の結果をとして 2 keep off～ ～に近寄らない

3 to be honest with you 正直なところ 3 frighten ～を怖がらせる

4 pour ～を注ぐ 4 by turns かわるがわる

5 frighten ～を怖がらせる 5 in other words 言いかえれば

6 keep off～ ～に近寄らない 6 southern 南の

7 due to ～ ～が原因で 7 put down～ ～を書き留める

8 気をつけて with care 8 be up to～ ～次第である

9 例えば for instance 9 for instance 例えば

10 進歩する make progress 10 need doing ～される必要がある

11 at the rate of～ ～の割合で 11 in reality 実際は

12 南の southern 12 in a away ある意味では

13 丈夫な tough 13 make efforts 努力する

14 AをBから翻訳する translate A from B 14 to be honest with you 正直なところ

15 for the sake of～ ～のために 15 That's why～ そんなわけで…

16 need doing ～される必要がある 16 pour ～を注ぐ

17 depend on～ ～に依存する 17 sit up 起きている

18 かわるがわる by turns 18 for the sake of～ ～のために

19 along with～ ～と一緒に 19 depend on～ ～に依存する

20 those who ～する人々 20 shut in～ ～を閉じ込める

21 努力する make efforts 21 with care 気をつけて

22 as long as～ ～する限り 22 at the rate of～ ～の割合で

23 sit up 起きている 23 due to ～ ～が原因で

24 shut in～ ～を閉じ込める 24 those who ～する人々

25 実際は in reality 25 make progress 進歩する

26 ある意味では in a away 26 as long as～ ～する限り

27 put down～ ～を書き留める 27 along with～ ～と一緒に

28 in other words 言いかえれば 28 no doubt 疑いなく

29 be up to～ ～次第である 29 translate A from B AをBから翻訳する

30 That's why～ そんなわけで… 30 come to do ～するようになる

31 疑いなく no doubt 31 as a result of～ ～の結果をとして

32 come up with ～を考え出す 32 come up with ～を考え出す

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／THE GALAXY EXPRESS 999

1 reform ～を改革する 1 nation 観念

2 cough 咳をする 2 poison 毒

3 harm ～を害する 3 soldier 兵士

4 differ 違う 4 origin 起源

5 choose ～を選ぶ 5 reform ～を改革する

6 nation 観念 6 adult 大人

7 感覚 sense 7 volume 分量

8 合計 sum 8 choose ～を選ぶ

9 knowledge 知識 9 following 次の

10 装置 device 10 knowledge 知識

11 脳 brain 11 device 装置

12 separate A from B AをBから分離する 12 have been to～ ～へいってきたところである

13 service 接客 13 entry 加入

14 未来 future 14 prefer A to B BよりAを好む

15 加入 entry 15 trader 貿易業者

16 分量 volume 16 sweat 汗

17 adult 大人 17 sense 感覚

18 毒 poison 18 fate 運命

19 構造 structure 19 originally 元々

20 rumor うわさ 20 obviously 明らかに

21 運命 fate 21 policy 政策

22 policy 政策 22 feather 羽

23 災害 disaster 23 structure 構造

24 光景 sight 24 sum 合計

25 羽 feather 25 failure 失敗

26 translate A into B AをBに翻訳する 26 injury 負傷

27 兵士 soldier 27 translate A into B AをBに翻訳する

28 prefer A to B BよりAを好む 28 harm ～を害する

29 次の following 29 thick 厚い

30 tell A from B AとBを見分ける 30 separate A from B AをBから分離する

31 堅い firm 31 service 接客

32 have trouble doing ～するのに苦労する 32 brain 脳

33 厚い thick 33 tell A from B AとBを見分ける

34 play a part in～ ～で役割を果たす 34 have trouble doing ～するのに苦労する

35 汗 sweat 35 rumor うわさ

36 have been to～ ～へいってきたところである 36 sight 光景

37 起源 origin 37 firm 堅い

38 じっと見つめる（凝視） stare 38 fall 降る

39 貿易業者 trader 39 differ 違う

40 負傷 injury 40 future 未来

41 だんだんと（徐々に） gradually 41 generous 寛大な

42 寛大な generous 42 play a part in～ ～で役割を果たす

43 降る fall 43 stare じっと見つめる（凝視）

44 明らかに obviously 44 cough 咳をする

45 元々 originally 45 gradually だんだんと（徐々に）

46 失敗 failure 46 disaster 災害

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／TRAIN-TRAIN 

1 limit ～を制限する 1 compare ～を比較する
2 feed ～に餌を与える 2 divide ～を分割する
3 replace ～に取って代わる 3 export ～を輸出する
4 compare ～を比較する 4 maintain ～を維持する
5 confuse ～を混同する 5 taste ～を味わう
6 forbid ～を禁止する 6 obtain ～を獲得する
7 divide ～を分割する 7 replace ～に取って代わる
8 prove ～を証明する 8 waste ～を浪費する
9 consult ～に相談する 9 deny ～を否定する
10 afford ～の余裕がある 10 promote ～を促進する
11 establish ～を確立する 11 correct 正しい
12 waste ～を浪費する 12 remove ～を取り除く
13 succeed 成功する 13 attach ～を取り付ける
14 calculate ～を決算する 14 undergo ～を経験する
15 achieve ～を成し遂げる 15 perform ～を遂行する
16 dispose 処分する 16 tear ～を引き裂く
17 refuse ～を拒否する 17 prove ～を証明する
18 interview ～と面接する 18 definite 明確な
19 compete 競争する 19 compete 競争する
20 export ～を輸出する 20 indicate ～を示す
21 request ～を要請する 21 remind ～に思い出させる
22 once in a while ときどき 22 limit ～を制限する
23 wander 歩き回る 23 whisper ささやく
24 claim ～を要求する 24 succeed 成功する
25 imitate ～をまねる 25 complain 不平言う
26 deny ～を否定する 26 violate ～を犯す
27 predict ～を予言する 27 once in a while ときどき
28 remind ～に思い出させる 28 lift ～を持ち上げる
29 violate ～を犯す 29 compose ～を構成する
30 shame ～に恥をかかせる 30 establish ～を確立する
31 indicate ～を示す 31 wander 歩き回る
32 approach ～に接近する 32 demand ～を要求する
33 defeat ～を打ち負かす 33 separate ～を分離する
34 promote ～を促進する 34 practice ～を練習する
35 polish ～を磨く 35 achieve ～を成し遂げる
36 definite 明確な 36 imitate ～をまねる
37 visual 視覚の 37 claim ～を要求する
38 正しい correct 38 survey ～を調査する
39 mind ～を気にかける 39 defeat ～を打ち負かす
40 scold ～をしかる 40 calculate ～を決算する
41 taste ～を味わう 41 feed ～に餌を与える
42 lift ～を持ち上げる 42 liberate ～を自由にする
43 define ～を定義する 43 notice ～に気がつく
44 possess ～を所有する 44 arrange ～を整える
45 remove ～を取り除く 45 depend 依存する
46 tear ～を引き裂く 46 publish ～を出版する
47 undergo ～を経験する 47 mind ～を気にかける
48 arrange ～を整える 48 possess ～を所有する
49 oblige ～を余儀なくさせる 49 dispose 処分する
50 perform ～を遂行する 50 predict ～を予言する
51 publish ～を出版する 51 improve ～を改善する
52 obtain ～を獲得する 52 define ～を定義する
53 practice ～を練習する 53 consult ～に相談する
54 improve ～を改善する 54 oblige ～を余儀なくさせる
55 withdraw ～を引っ込める 55 refuse ～を拒否する
56 overcome ～に打ち勝つ 56 polish ～を磨く
57 complain 不平言う 57 overcome ～に打ち勝つ
58 compose ～を構成する 58 request ～を要請する
59 resist ～に抵抗する 59 withdraw ～を引っ込める
60 separate ～を分離する 60 visual 視覚の
61 liberate ～を自由にする 61 confuse ～を混同する
62 survey ～を調査する 62 interview ～と面接する
63 depend 依存する 63 purchase ～を購入する
64 maintain ～を維持する 64 shame ～に恥をかかせる
65 notice ～に気がつく 65 afford ～の余裕がある
66 purchase ～を購入する 66 forbid ～を禁止する
67 whisper ささやく 67 approach ～に接近する
68 demand ～を要求する 68 scold ～をしかる
69 attach ～を取り付ける 69 resist ～に抵抗する

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／WILD LIFE

1 hold up～ ～を妨げる 1 give up～ ～をあきらめる

2 take in～ ～を取り入れる 2 give in 屈服する

3 find out～ ～を発見する 3 find out～ ～を発見する

4 by mistake 誤って 4 stick out 突き出る

5 ある種の of a sort 5 let go of～ ～から手を放す

6 in particular 特に 6 in a sense ある意味では

7 落ち着く settle down 7 in surprise 驚いて

8 even if～ たとえ～でも 8 both A and B AもBも両方とも

9 腕を組みあって arm in arm 9 take a deep breath 深呼吸をする

10 うまくいく make it 10 short of～ ～が不足して

11 意味をなす make sense 11 even if～ たとえ～でも

12 reach out for～ ～を取ろうと手を伸ばす 12 eat out 外食する

13 give up～ ～をあきらめる 13 reach out for～ ～を取ろうと手を伸ばす

14 驚いて in surprise 14 no more than～ ～しか

15 in a sense ある意味では 15 by mistake 誤って

16 外食する eat out 16 in the distance 遠方に

17 急いで in a hurry 17 of a sort ある種の

18 be successful in～ ～に成功している 18 in a hurry 急いで

19 both A and B AもBも両方とも 19 make sense 意味をなす

20 check out ホテルを出る 20 make it うまくいく

21 short of～ ～が不足して 21 at least 少なくとも

22 on one's feet 立って 22 blend ～を混ぜる

23 before long 間もなく 23 maximum 最大の

24 no more than～ ～しか 24 make fun of～ ～をからかう

25 in one's opinion ～の考えでは 25 settle down 落ち着く

26 die out 絶滅する 26 contribute 貢献する

27 stand by～ ～を支援する 27 more and more ますます

28 let go of～ ～から手を放す 28 die out 絶滅する

29 少なくとも at least 29 stand by～ ～を支援する

30 give in 屈服する 30 different 違った

31 let in～ ～を中に入れる 31 by nature 生まれつき

32 deal with～ ～を取り扱う 32 fail to do ～しない

33 make fun of～ ～をからかう 33 arm in arm 腕を組みあって

34 right away すぐに 34 do away with ～を廃止する

35 in the distance 遠方に 35 in particular 特に

36 pray 祈る 36 deal with～ ～を取り扱う

37 blend ～を混ぜる 37 check out ホテルを出る

38 contribute 貢献する 38 take in～ ～を取り入れる

39 deal 扱う 39 let in～ ～を中に入れる

40 ますます more and more 40 deal 扱う

41 生まれつき by nature 41 pray 祈る

42 突き出る stick out 42 be successful in～ ～に成功している

43 put off～ ～を延期する 43 make one's way 進む

44 maximum 最大の 44 on one's feet 立って

45 different 違った 45 hold up～ ～を妨げる

46 do away with ～を廃止する 46 right away すぐに

47 make one's way 進む 47 in one's opinion ～の考えでは

48 fail to do ～しない 48 before long 間もなく

49 take a deep breath 深呼吸をする 49 put off～ ～を延期する

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／あー夏休み 

1 permission 許可 1 fortunately 幸運にも
2 union 連合 2 cattle 牛
3 ふるまい behavior 3 conduct 行為
4 ためらう hesitate 4 alcohol アルコール
5 結果 result 5 percentage 百分率
6 制限 restriction 6 essential 本質的な
7 humor ユーモア 7 occasion 時機
8 alcohol アルコール 8 eternal 永遠の
9 唯一の unique 9 permission 許可
10 awake 目が覚めて 10 union 連合
11 hang ～をつるす 11 hang ～をつるす
12 resemble ～に似ている 12 ancient 古代の
13 numerous 多数の 13 bargain 取引
14 装備 equipment 14 quantity 量
15 crop 作物 15 weigh ～の重さがある
16 泉 fountain 16 owe ～を負う
17 牛 cattle 17 bold 大胆な
18 owe ～を負う 18 formal 正式の
19 envy ～をうらやむ 19 spare 割く
20 無知の ignorant 20 ugly 醜い
21 量 quantity 21 valid 有効な
22 実験 experiment 22 eventually 結局
23 knit ～を編む 23 independent 独立した
24 正式の formal 24 passion 情熱
25 徐々の gradual 25 resemble ～に似ている
26 oral 口述の 26 mutual 相互の
27 厳しい strict 27 gradual 徐々の
28 valid 有効な 28 behavior ふるまい
29 hire 賃借りする 29 warn ～に警告する
30 quarrel 言い争う 30 unique 唯一の
31 suspect ～を怪しむ 31 restriction 制限
32 weigh ～の重さがある 32 oral 口述の
33 取引 bargain 33 quarrel 言い争う
34 laboratory 実験室 34 vague あいまいな
35 occasion 時機 35 pose ポーズをとる
36 秘書 secretary 36 hesitate ためらう
37 contain ～を含む 37 humor ユーモア
38 conduct 行為 38 contain ～を含む
39 割く spare 39 strict 厳しい
40 古代の ancient 40 ignorant 無知の
41 大胆な bold 41 envy ～をうらやむ
42 あいまいな vague 42 fountain 泉
43 永遠の eternal 43 knit ～を編む
44 相互の mutual 44 thrill スリル
45 although ～だけれども 45 rival ライバル
46 rival ライバル 46 suspect ～を怪しむ
47 thrill スリル 47 result 結果
48 絶対必要な indispensable 48 hire 賃借りする
49 mostly 大部分は 49 laboratory 実験室
50 fortunately 幸運にも 50 crop 作物
51 結局 eventually 51 although ～だけれども
52 pose ポーズをとる 52 long 切望する
53 long 切望する 53 experiment 実験
54 passion 情熱 54 awake 目が覚めて
55 percentage 百分率 55 indispensable 絶対必要な
56 warn ～に警告する 56 secretary 秘書
57 independent 独立した 57 mostly 大部分は
58 本質的な essential 58 numerous 多数の
59 醜い ugly 59 equipment 装備

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／ジュリアに傷心

1 aware 気づいて 1 pale 青ざめた

2 faint かすかな 2 be used to doing ～するのに慣れている

3 補助の assistant 3 crash 衝突する

4 tiny ちっぽけな 4 duty 義務

5 最小の minimum 5 admire ～を賞賛する

6 social 社会の 6 gather ～を集める

7 四角の square 7 strike ～を打つ

8 熟した ripe 8 aware 気づいて

9 efficient 能率的な 9 internal 内部の

10 pale 青ざめた 10 disappoint ～を失望させる

11 belong 属する 11 birth 誕生

12 arise 起こる 12 ripe 熟した

13 disappoint ～を失望させる 13 survive 生き残る

14 strike ～を打つ 14 knee ひざ

15 gather ～を集める 15 sorrow 悲しみ

16 continue 続く 16 frost 霜

17 admire ～を賞賛する 17 minimum 最小の

18 survive 生き残る 18 concentrate 集中する

19 announce ～を発表する 19 campaign 運動

20 be used to doing ～するのに慣れている 20 idea 考え

21 内部の internal 21 frustrate ～を挫折させる

22 民主主義の democratic 22 alien 外国の

23 frustrate ～を挫折させる 23 belong 属する

24 bear ～をがまんする 24 fee 謝礼

25 concentrate 集中する 25 destination 目的地

26 見込み prospect 26 bravery 勇敢さ

27 fee 謝礼 27 biology 生物学

28 危機 crisis 28 vehicle 乗り物

29 birth 誕生 29 advertisement 広告

30 生物学 biology 30 impression 印象

31 悲しみ sorrow 31 bear ～をがまんする

32 考え idea 32 prospect 見込み

33 乗り物 vehicle 33 tiny ちっぽけな

34 目的地 destination 34 efficient 能率的な

35 印象 impression 35 arise 起こる

36 勇敢さ bravery 36 democratic 民主主義の

37 alien 外国の 37 social 社会の

38 knee ひざ 38 crisis 危機

39 義務 duty 39 construction 建設

40 運動 campaign 40 faint かすかな

41 crash 衝突する 41 assistant 補助の

42 建設 construction 42 continue 続く

43 霜 frost 43 square 四角の

44 advertisement 広告 44 announce ～を発表する

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／ズルい女

1 turn A into B AをBに変える 1 enough 十分な

2 no longer ～もはや～でない 2 hand in～ ～を提出する

3 or something か何か 3 learn to do ～するようになる

4 make the most of～ ～を最大限に活用する 4 quality 質

5 change one's mind 考えを変える 5 set to do ～に取り掛かる

6 bitter 苦い 6 bitter 苦い

7 とてもAなので～ so A that～ 7 see A off Aを見送る

8 cost かかる 8 put out～ ～を消す

9 be out of control 制御できない 9 run out of～ ～がなくなる

10 consist 成る 10 as A as before 以前のようにA

11 be just about to do まさに～するところである 11 turn A into B AをBに変える

12 Aを見送る see A off 12 affect ～に影響する

13 go on doing ～し続ける 13 cost かかる

14 learn to do ～するようになる 14 go on doing ～し続ける

15 for free 無料で 15 or something か何か

16 as A as before 以前のようにA 16 had better not do ～しない方がいい

17 That's how ～そのようにして～ 17 make the most of～ ～を最大限に活用する

18 end up ～終わる 18 be rich in～ ～に富んでいる

19 major in～ ～を専攻する 19 consist 成る

20 set to do ～に取り掛かる 20 earnest 真面目な

21 had better not do ～しない方がいい 21 be far from～ ～どころではない

22 質 quality 22 on the average 平均して

23 as if ～まるで～のように 23 That's how ～そのようにして～

24 行われる take place 24 out of work 始業していて

25 十分な enough 25 end up ～終わる

26 instead of～ ～の代わりに 26 major in～ ～を専攻する

27 Aになって初めてBにする not until A that B 27 no longer ～もはや～でない

28 始業していて out of work 28 instead of～ ～の代わりに

29 ignore ～を無視する 29 turn one's back ～に背を向ける

30 turn one's back ～に背を向ける 30 take place 行われる

31 真面目な earnest 31 as if ～まるで～のように

32 be rich in～ ～に富んでいる 32 be out of control 制御できない

33 put out～ ～を消す 33 change one's mind 考えを変える

34 be far from～ ～どころではない 34 so A that～ とてもAなので～

35 run out of～ ～がなくなる 35 not until A that B Aになって初めてBにする

36 on the average 平均して 36 put up with～ ～をがまんする

37 affect ～に影響する 37 ignore ～を無視する

38 hand in～ ～を提出する 38 be just about to do まさに～するところである

39 put up with～ ～をがまんする 39 for free 無料で

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／だからその手を離して

1 確信して confident 1 look out 用心する

2 rural 田舎の 2 anything but～ ～どころではない

3 文字通りの literal 3 argue ～を論じる

4 jealous 嫉妬深い 4 in a row 一列に

5 in the first place まず第一に 5 confident 確信して

6 at all 全く 6 be impressed with～ ～に感銘を受ける

7 argue ～を論じる 7 current 現在の

8 trick ～をだます 8 agree 賛成する

9 recommend ～を推薦する 9 in quantity 大量の

10 automatic 自動の 10 cut down～ ～を切り詰める

11 agree 賛成する 11 in general 一般に

12 current 現在の 12 by all meansぜひとも

13 severe 厳しい 13 recommend ～を推薦する

14 drop in at～ ～に立ち寄る 14 all at once 突然に

15 be impressed with～ ～に感銘を受ける 15 do A good Aに良い

16 in case of～ ～の場合には 16 severe 厳しい

17 take advantage of～ ～を利用する 17 jealous 嫉妬深い

18 call on～ ～を訪ねる 18 in turn 順番に

19 anything but～ ～どころではない 19 in case of～ ～の場合には

20 as a result of～ ～の結果として 20 at all 全く

21 by all meansぜひとも 21 in the first place まず第一に

22 一般に in general 22 trick ～をだます

23 all at once 突然に 23 take advantage of～ ～を利用する

24 do A good Aに良い 24 catch sight of～ ～を見かける

25 catch sight of～ ～を見かける 25 carry out～ ～を実行する

26 道に迷う lose one's way 26 lose one's way 道に迷う

27 順番に in turn 27 drop in at～ ～に立ち寄る

28 一列に in a row 28 rural 田舎の

29 out of order 故障して 29 pull up～ ～を止める

30 cut down～ ～を切り詰める 30 call for～ ～を要求する

31 in quantity 大量の 31 decide on ～に決める

32 decide on ～に決める 32 literal 文字通りの

33 look out 用心する 33 call on～ ～を訪ねる

34 call for～ ～を要求する 34 out of order 故障して

35 pull up～ ～を止める 35 as a result of～ ～の結果として

36 carry out～ ～を実行する 36 automatic 自動の

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／ファンキーモンキーベイビー

1 extremely 極端に 1 senior 年上の

2 including ～を含めて 2 disease 病気

3 senior 年上の 3 annual 一年の

4 笑い laughter 4 geography 地理

5 proper 適切な 5 conscious 意識している

6 回復する recover 6 recover 回復する

7 肺 lung 7 participate 参加する

8 病気 disease 8 pale 青ざめた

9 信頼 faith 9 shame ～に恥をかかせ

10 annual 一年の 10 lung 肺

11 疲労 fatigue 11 proper 適切な

12 participate 参加する 12 laughter 笑い

13 conscious 意識している 13 including ～を含めて

14 もてなしのよい hospitable 14 hospitable もてなしのよい

15 地理 geography 15 nod うなずく

16 bitter 苦い 16 faith 信頼

17 pale 青ざめた 17 fatigue 疲労

18 tight きつい 18 tight きつい

19 視覚の visual 19 visual 視覚の

20 nod うなずく 20 bitter 苦い

21 shame ～に恥をかかせ 21 extremely 極端に

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／もっと愛し合いましょ

1 treat ～を取り扱う 1 revolution 革命

2 interfere 干渉する 2 leave ～を去る

3 exhibit ～を展示する 3 make a mistake 間違える

4 protect ～を保護する 4 all the year round 一年中

5 borrow ～を借りる 5 superficial 表面的な

6 doubt ～を疑う 6 tremendous ものすごい

7 appeal 訴える 7 cooperate 協力する

8 leap はねる 8 exhibit ～を展示する

9 realize ～を悟る 9 stupid 愚かな

10 participate 参加する 10 reasonable 道理に合った

11 role 役割 11 come true 実現する

12 revolution 革命 12 haste 急ぎ

13 possibility 可能性 13 consent 同意する

14 take A away Aを運び去る 14 for instance 例えば

15 can't help doing ～せざるを得ない 15 can't help doing ～せざるを得ない

16 make up one's mind to do ～しようと決心する 16 leap はねる

17 故障する break down 17 scientific 科学の

18 make a mistake 間違える 18 for sale 売り物の

19 in the past 昔は 19 belief 信念

20 確かめる make sure 20 doubt ～を疑う

21 all the year round 一年中 21 in the past 昔は

22 for instance 例えば 22 possibility 可能性

23 according to～ ～によれば 23 impolite 失礼な

24 for sale 売り物の 24 according to～ ～によれば

25 get married to～ ～と結婚する 25 role 役割

26 come true 実現する 26 break down 故障する

27 care about～ ～について気にする 27 make sure 確かめる

28 watch out for～ ～に用心する 28 nearby 近くの

29 一月おきに every other month 29 every other month 一月おきに

30 nearby 近くの 30 tremble 震える

31 ethnic 民族の 31 participate 参加する

32 道理に合った reasonable 32 evident だんだんと

33 scientific 科学の 33 abnormal 異常な

34 infinite 無限の 34 infinite 無限の

35 superficial 表面的な 35 protect ～を保護する

36 professional 専門の 36 realize ～を悟る

37 impolite 失礼な 37 ethnic 民族の

38 abnormal 異常な 38 treat ～を取り扱う

39 evident だんだんと 39 borrow ～を借りる

40 stupid 愚かな 40 psychology 心理学

41 leave ～を去る 41 care about～ ～について気にする

42 consent 同意する 42 take A away Aを運び去る

43 cooperate 協力する 43 make up one's mind to do ～しようと決心する

44 tremble 震える 44 get married to～ ～と結婚する

45 psychology 心理学 45 professional 専門の

46 急ぎ haste 46 interfere 干渉する

47 信念 belief 47 appeal 訴える

48 tremendous ものすごい 48 watch out for～ ～に用心する

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／ら・ら・ら

1 clap 拍手をする 1 quarter ４分の1

2 近頃 lately 2 lately 近頃

3 superior すぐれた 3 enormous 莫大な

4 率直な frank 4 privacy プライバシー

5 translate ～を翻訳する 5 accent アクセント

6 editor 編集者 6 editor 編集者

7 available 利用できる 7 available 利用できる

8 活動的な active 8 translate ～を翻訳する

9 feather 羽 9 sincere 誠実な

10 actual 実際の 10 ancestor 祖先

11 serious 真剣な 11 frank 率直な

12 probable ありそうな 12 term 期間

13 誠実な sincere 13 superior すぐれた

14 throughout ～の至るとこに 14 be concerned about ～を心配する

15 機械の mechanical 15 clap 拍手をする

16 stimulate ～を刺激する 16 put A into practice Aを実行に移す

17 即席の instant 17 blood 血

18 剣 sword 18 close 接近した

19 accident 事故 19 serious 真剣な

20 祖先 ancestor 20 set A apart Aを別にしておく

21 be concerned about ～を心配する 21 instant 即席の

22 set A apart Aを別にしておく 22 actual 実際の

23 broadcast ～を放送する 23 portable 携帯できる

24 携帯できる portable 24 sword 剣

25 term 期間 25 feather 羽

26 莫大な enormous 26 stimulate ～を刺激する

27 recall ～を思い出す 27 settle ～を解決する

28 ４分の1 quarter 28 accident 事故

29 arrest ～を逮捕する 29 broadcast ～を放送する

30 put A into practice Aを実行に移す 30 recall ～を思い出す

31 accent アクセント 31 mechanical 機械の

32 privacy プライバシー 32 arrow 矢

33 接近した close 33 arrest ～を逮捕する

34 arrow 矢 34 probable ありそうな

35 otherwise 別の方法で 35 active 活動的な

36 settle ～を解決する 36 throughout ～の至るとこに

37 blood 血 37 flood 洪水

38 洪水 flood 38 scarce 乏しい

39 乏しい scarce 39 otherwise 別の方法で

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／リンダリンダ

1 absence 欠席 1 ability 能力

2 committee 委員会 2 absence 欠席

3 population 人口 3 accessory 付属品

4 accessory 付属品 4 alarm 警報

5 種 species 5 bark ほえる

6 ぜいたく luxury 6 challenge ～を挑戦する

7 深さ depth 7 committee 委員会

8 condition 状態 8 community 地域社会

9 薬 drug' 9 competition 競争

10 兵器 weapon 10 condition 状態

11 器具 instrument 11 employ ～を雇う

12 fear 恐怖 12 entertain ～を歓待する

13 term 期間 13 fear 恐怖

14 記述 description 14 fold ～を折る

15 肺 lung 15 gain ～を得る

16 heart 心理学 16 heart 心理学

17 恐怖 horror 17 innocent 無罪の

18 competition 競争 18 level 水準

19 reality 現実 19 means 手段

20 respect ～を尊敬する 20 measure ～を測定する

21 employ ～を雇う 21 mere 単なる

22 reflect ～を反射する 22 military 軍隊

23 tie ～を結ぶ 23 murder 殺人

24 challenge ～を挑戦する 24 population 人口

25 bark ほえる 25 reality 現実

26 ability 能力 26 reflect ～を反射する

27 level 水準 27 regret ～を後悔する

28 alarm 警報 28 respect ～を尊敬する

29 shape ～を形づくる 29 shape ～を形づくる

30 means 手段 30 shot 発射

31 murder 殺人 31 spare 割く

32 娯楽 amusement 32 term 期間

33 運河 canal 33 tie ～を結ぶ

34 地理 geography 34 urgent 緊急の

35 毛布 blanket 35 luxury ぜいたく

36 fold ～を折る 36 canal 運河

37 労働 labor 37 instrument 器具

38 measure ～を測定する 38 scale 規模

39 gain ～を得る 39 description 記述

40 entertain ～を歓待する 40 horror 恐怖

41 spare 割く 41 amusement 娯楽

42 regret ～を後悔する 42 blend 混合

43 mere 単なる 43 species 種

44 urgent 緊急の 44 depth 深さ

45 薄い thin 45 geography 地理

46 innocent 無罪の 46 attention 注意

47 shot 発射 47 lung 肺

48 military 軍隊 48 thin 薄い

49 規模 scale 49 weapon 兵器

50 community 地域社会 50 blanket 毛布

51 混合 blend 51 drug' 薬

52 注意 attention 52 labor 労働

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／ルビーの指環

1 論理 logic 1 infinite 無限の

2 利益 benefit 2 spirit 精神

3 電池 battery 3 anger 怒り

4 勝利 triumph 4 be connected with～ ～と関係がある

5 dozen 12個 5 discovery 発見

6 訂正 correction 6 in the beginning of～ ～の初めに

7 影響 influence 7 attitude 態度

8 歩行者 pedestrian 8 pride 誇り

9 方向 direction 9 result from～ ～の結果として起こる

10 深さ depth 10 sympathy 同情

11 require ～を要求する 11 nuclear 核の

12 度 degree 12 aside かたわらに

13 細部 detail 13 benefit 利益

14 必要 necessity 14 direction 方向

15 行事 event 15 influence 影響

16 関係 relation 16 logic 論理

17 誇り pride 17 depth 深さ

18 精神 spirit 18 necessity 必要

19 発見 discovery 19 correction 訂正

20 協会 institute 20 battery 電池

21 周囲の事情 circumstance 21 relation 関係

22 悪魔 devil 22 require ～を要求する

23 土壌 soil 23 lecture 講義

24 位置 position 24 familiar よく知られた

25 研究 research 25 dozen 12個

26 態度 attitude 26 soil 土壌

27 講義 lecture 27 circumstance 周囲の事情

28 同情 sympathy 28 generally 一般に

29 怒り anger 29 pedestrian 歩行者

30 手荷物 baggage 30 event 行事

31 aside かたわらに 31 meanwhile 他方

32 in the beginning of～ ～の初めに 32 triumph 勝利

33 be connected with～ ～と関係がある 33 research 研究

34 whether A or not Aかどうか 34 whether A or not Aかどうか

35 familiar よく知られた 35 degree 度

36 一般に generally 36 baggage 手荷物

37 他方 meanwhile 37 detail 細部

38 result from～ ～の結果として起こる 38 position 位置

39 核の nuclear 39 blind 盲目の

40 盲目の blind 40 institute 協会

41 無限の infinite 41 devil 悪魔

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／栄光の架橋

1 性格 character 1 bite ～をかむ

2 運 fortune 2 aid ～を助ける

3 霧 fog 3 punish ～を罰する

4 血 blood 4 burn 燃える

5 authority 権威 5 blood 血

6 顧客 customer 6 connect ～を統合させる

7 生き物 creature 7 might 威力

8 悲惨 misery 8 support ～を支える

9 conscience 良心 9 estimate ～を見積もる

10 task 仕事 10 order 命じる

11 美 beauty 11 physician 内科医

12 憲法 constitution 12 adventure 冒険

13 商人 merchant 13 beauty 美

14 内科医 physician 14 microscope 顕微鏡

15 像 image 15 conscience 良心

16 顕微鏡 microscope 16 break out ぼっ発する

17 object 反対する 17 object 反対する

18 comfort ～を慰める 18 care 気にかける

19 search 捜す 19 fur 毛皮

20 concern ～に関係する 20 incline ～を傾ける

21 decrease 減少する 21 decrease 減少する

22 aid ～を助ける 22 misery 悲惨

23 田舎 countryside 23  tell ～を話す

24 小麦粉 wheat 24 visible 目に見える

25 adventure 冒険 25 fare 料金

26 fur 毛皮 26 religious 宗教の

27 apologize 謝る 27 concern ～に関係する

28 estimate ～を見積もる 28 authority 権威

29 bite ～をかむ 29 task 仕事

30 break out ぼっ発する 30 merchant 商人

31 宗教の religious 31 creature 生き物

32 十分な sufficient 32 countryside 田舎

33 visible 目に見える 33 sufficient 十分な

34 support ～を支える 34 image 像

35 incline ～を傾ける 35 discuss ～を議論する

36 import ～を輸入する 36 exhaust ～を消耗させる

37 order 命じる 37 fog 霧

38 punish ～を罰する 38 apologize 謝る

39 burn 燃える 39 character 性格

40 exhaust ～を消耗させる 40 comfort ～を慰める

41 describe ～を描写する 41 constitution 憲法

42 discuss ～を議論する 42 wheat 小麦粉

43 武器 arms 43 describe ～を描写する

44 fare 料金 44 fortune 運

45 might 威力 45 search 捜す

46 connect ～を統合させる 46 arms 武器

47  tell ～を話す 47 import ～を輸入する

48 care 気にかける 48 customer 顧客

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／歌舞伎町の女王

1 consider ～を熟考する 1 at once 直ちに

2 generate ～を発生させる 2 be forced to do ～するように強いられる

3 飢え hunger 3
be in contact with

～
～と連絡している

4 be forced to do ～するように強いられる 4 boom にわか景気

5 one another お互いに 5 coal 石炭

6 pull together 協力する 6 conference 会議

7 居住者 resident 7 consider ～を熟考する

8 coal 石炭 8 cope うまく処理する

9 領土 territory 9 decade 10年間

10 invade ～に侵略する 10 do with～ ～を扱う

11 cope うまく処理する 11 generate ～を発生させる

12 予約 reservation 12 hunger 飢え

13 にわか景気 boom 13 invade ～に侵略する

14 variety 多様性 14 keep A in mind Aを心に留める

15 conference 会議 15 literature 文学

16 on one' way to～ ～に取り掛かる 16 now that… 今や…なので

17 do with～ ～を扱う 17 on one' way to～ ～に取り掛かる

18 今や…なので now that… 18 one another お互いに

19 at once 直ちに 19 presentation 贈呈

20 keep A in mind Aを心に留める 20 pull together 協力する

21 set a new record 新記録を樹立する 21 reservation 予約

22 some A, other B AもあればBもある 22 resident 居住者

23 be in contact with～ ～と連絡している 23 set a new record 新記録を樹立する

24 贈呈 presentation 24 situation 状況

25 文学 literature 25 some A, other B AもあればBもある

26 decade 10年間 26 territory 領土

27 situation 状況 27 variety 多様性

曲順問題 ランダム問題



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



英検準２級／幸福論

1 casual 何気ない 1 rough 粗い

2 marine 海の 2 fair 公正な

3 normal 正常な 3 casual 何気ない

4 particular 特定の 4 stiff 硬い

5 stiff 硬い 5 normal 正常な

6 fast 速い 6 fast 速い

7 embarrassed 当惑した 7 from now on 今後ずっと

8 grateful 感謝する 8 Count ～を数える

9 certain 確信して 9 range およぶ

10 特徴 feature 10 patient 忍耐強い

11 余暇 leisure 11 intellectual 知性的な

12 from now on 今後ずっと 12 genius 天才

13 first of all まず第一に 13 particular 特定の

14 Count ～を数える 14 extend ～を拡張する

15 act 行動する 15 first of all まず第一に

16 sway 揺れる 16 certain 確信して

17 remain のこる 17 empty 空の

18 range およぶ 18 odd 変な

19 shave ～をそる 19 silk 絹

20 force ～に強いる 20 act 行動する

21 talk 話す 21 force ～に強いる

22 identify ～を見分ける 22 sway 揺れる

23 extend ～を拡張する 23 steep 急な

24 知性的な intellectual 24 embarrassed 当惑した

25 公正な fair 25 conscious 意識してる

26 変な odd 26 marine 海の

27 humid 湿気の多い 27 misery 悲惨

28 empty 空の 28 remain のこる

29 粗い rough 29 leisure 余暇

30 patient 忍耐強い 30 loose ゆるい

31 loose ゆるい 31 shave ～をそる

32 急な steep 32 humid 湿気の多い

33 conscious 意識してる 33 technology 科学技術

34 悲惨 misery 34 identify ～を見分ける

35 絹 silk 35 feature 特徴

36 technology 科学技術 36 grateful 感謝する

37 天才 genius 37 talk 話す

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／今すぐKiss Me

1 to one's surprise ～の驚いたことに 1 thief 泥棒

2 the same A as B Bと同じA 2 peculiar 特有の

3 多かれ少なかれ more or less 3 humane 人情のある

4 so that A can do Aが～するために 4 pure 純粋な

5 put A together Aを組み立てる 5 principal 校長

6 be angry with～ ～に腹を立てる 6 value 価値のある

7 do A harm Aに害を及ぼす 7 do A harm Aに害を及ぼす

8 敵意のある hostile 8 put A together Aを組み立てる

9 play a role in～ ～で役割を演じる 9 inhabit ～に住む

10 commercial 商業の 10 luggage 手荷物（旅行用のスーツケース）

11 leave A behind Ａを置き忘れる 11 direct 直接の

12 頻発する frequent 12 mend ～を直す

13 直接の direct 13 successive 連続する

14 連続する successive 14 unusual 普通でない

15 地方の local 15 so that A can do Aが～するために

16 hardly ほとんど～ない 16 further それ以上の

17 めったに～しない seldom 17 leave A behind Ａを置き忘れる

18 このように thus 18 local 地方の

19 どちらも～でない neither 19 play a role in～ ～で役割を演じる

20 寛大な generous 20 manage ～を経営する

21 人情のある humane 21 weekday 平日

22 どちらの either 22 nervous 神経質な

23 further それ以上の 23 more or less 多かれ少なかれ

24 絶対的な absolute 24 hostile 敵意のある

25 純粋な pure 25 absolute 絶対的な

26 神経質な nervous 26 be angry with～ ～に腹を立てる

27 特有の peculiar 27 thus このように

28 珍しい rare 28 generous 寛大な

29 違法の illegal 29 rare 珍しい

30 経済的な economical 30 either どちらの

31 mend ～を直す 31 to one's surprise ～の驚いたことに

32 inhabit ～に住む 32 frequent 頻発する

33 manage ～を経営する 33 hardly ほとんど～ない

34 泥棒 thief 34 economical 経済的な

35 平日 weekday 35 the same A as B Bと同じA

36 普通でない unusual 36 illegal 違法の

37 手荷物（旅行用のスーツケース） luggage 37 neither どちらも～でない

38 校長 principal 38 commercial 商業の

39 価値のある value 39 seldom めったに～しない

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／桜坂

1 be supposed to do ～するものとされている 1 spread 広まる

2 be popular with～ ～に人気がある 2 nowadays 今日では

3 change one's mind 考えを変える 3 regardless of～ ～にかかわらず

4 one's way to～ ～へ行く途中で 4 prevent ～を妨げる

5 regardless of～ ～にかかわらず 5 one's way to～ ～へ行く途中で

6 look on A as B AをBとみなす 6 afterward 後で

7 change A into B AをBに変える 7 be popular with～ ～に人気がある

8 bend ～を曲げる 8 defend ～を守る

9 気高い noble 9 avoid ～を避ける

10 lay ～を横たえる 10 possibly ことによると

11 bother ～を悩ます 11 extinct 絶滅した

12 prevent ～を妨げる 12 therefore それゆえに

13 lack ～を書く 13 change one's mind 考えを変える

14 protest ～に抗議する 14 alive 生きている

15 involve ～を含む 15 involve ～を含む

16 defend ～を守る 16 lack ～を書く

17 spread 広まる 17 noble 気高い

18 thorough 徹底的な 18 instead 代わりに

19 extinct 絶滅した 19 thorough 徹底的な

20 northern 北の 20 be supposed to do ～するものとされている

21 alive 生きている 21 northern 北の

22 速い rapid 22  apparent 明白な

23 recognize ～を認識する 23 injure ～を傷つける

24 injure ～を傷つける 24 bend ～を曲げる

25 avoid ～を避ける 25 recognize ～を認識する

26 代わりに instead 26 protest ～に抗議する

27 それゆえに therefore 27 rapid 速い

28 possibly ことによると 28 lay ～を横たえる

29 afterward 後で 29 bother ～を悩ます

30 明白な  apparent 30 look on A as B AをBとみなす

31 今日では nowadays 31 change A into B AをBに変える

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／情熱の薔薇

1 sphere 球体 1 in the end 結局は

2 点 dot 2 sphere 球体

3 いつものように as usual 3 never A without doing Aすると必ず～する

4 never A without doing Aすると必ず～する 4 have nothing to do with ～と全く関係がない

5 have nothing to do with ～と全く関係がない 5 make a noise 音立てる

6 something is wrong with～ ～はどこか調子が悪い 6 artificial 人口の

7 over a cup of coffee コーヒーを-飲みながら 7 over a cup of coffee コーヒーを-飲みながら

8 as soon as possible できるだけすぐに 8 uncomfortable 落ち着かない

9 provide A with B AにBを供給する 9 as soon as possible できるだけすぐに

10 make a noise 音立てる 10 fall on～ ～に当たる

11 one by one 一つずつ 11 adequate 十分な

12 uncomfortable 落ち着かない 12 dot 点

13 specialize 専攻する 13 as usual いつものように

14 adequate 十分な 14 something is wrong with～ ～はどこか調子が悪い

15 artificial 人口の 15 provide A with B AにBを供給する

16 be made from～ ～でできている 16 specialize 専攻する

17 fall on～ ～に当たる 17 one by one 一つずつ

18 break into～ ～に押し入る 18 break into～ ～に押し入る

19 in the end 結局は 19 be made from～ ～でできている

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／星屑のステージ

1 滑らかな smooth 1 propose ～を提案する

2 grand 壮大な 2 exist 存在する

3 乱暴な violent 3 stripe 縞

4 gifted 才能豊かな 4 suit ～に適する

5 boring 退屈な 5 immediately 直ちに

6 眠って asleep 6 eager 熱望して

7 生き生きとした vivid 7 asleep 眠って

8 accurate 正確な 8 turn 向きを変える

9 公の official 9 precise 正確な

10 ほっそりとした slim 10 relative 親戚

11 正確な precise 11 gifted 才能豊かな

12 immediately 直ちに 12 reduce ～を減らす

13 besides その上で 13 disappearは 見えなくなる

14 縞 stripe 14 overtake ～に追いつく

15 親戚 relative 15 damage ～に損害を与える

16 注意 attention 16 trade 貿易する

17 exist 存在する 17 various さまざまな

18 industrious 勤勉な 18 official 公の

19 various さまざまな 19 accurate 正確な

20 熱望して eager 20 violent 乱暴な

21 好奇心の強い curious 21 industrious 勤勉な

22 trade 貿易する 22 besides その上で

23 damage ～に損害を与える 23 slim ほっそりとした

24 disappearは 見えなくなる 24 grand 壮大な

25 suit ～に適する 25 boring 退屈な

26 reduce ～を減らす 26 cease ～を止める

27 turn 向きを変える 27 vivid 生き生きとした

28 propose ～を提案する 28 curious 好奇心の強い

29 overtake ～に追いつく 29 attention 注意

30 cease ～を止める 30 smooth 滑らかな

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／積木遊び

1 occupy ～を占有する 1 feature 特徴

2 encourage ～を励ます 2 rude 不作法な

3 suppose ～と想像する 3 consume ～を消費する

4 consume ～を消費する 4 equator 赤道

5 calm 落ち着いた 5 history 歴史

6 現代の modern 6 be associated with～ ～と関係してる

7 mad 狂気じみた 7 recent 最近の

8 癖 habit 8 appointment 予約

9 empire 帝国 9 empire 帝国

10 文明 civilization 10 civilization 文明

11 appointment 予約 11 forecast 予報

12 収容力 capacity 12 offense 違反

13 disturb ～を妨害する 13 location 位置

14 chase ～を追跡する 14 disturb ～を妨害する

15 退屈な dull 15 dull 退屈な

16 最近の recent 16 location 位置

17 rude 不作法な 17 calm 落ち着いた

18 be associated with～ ～と関係してる 18 mad 狂気じみた

19 保険 insurance 19 analysis 分析

20 offense 違反 20 knee ひざ

21 泉 spring 21 occupy ～を占有する

22 予報 forecast 22 habit 癖

23 location 位置 23 insurance 保険

24 harmony 調和 24 spring 泉

25 equator 赤道 25 prison 刑務所

26 make room for～ ～のために場所をあける 26 harmony 調和

27 歴史 history 27 offense 違反

28 特徴 feature 28 chase ～を追跡する

29 風景 scenery 29 equator 赤道

30 ひざ knee 30 make room for～ ～のために場所をあける

31 刑務所 prison 31 suppose ～と想像する

32 offense 違反 32 capacity 収容力

33 泉  spring 33 period 期間

34 予報 forecast 34 modern 現代の

35 location 位置 35 forecast 予報

36 harmony 調和 36 encourage ～を励ます

37 equator 赤道 37  spring 泉

38 period 期間 38 scenery 風景

39 analysis 分析 39 harmony 調和

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／大迷惑

1 記念品 souvenir 1 desire ～を望む

2 肉 flesh 2 be true of～ ～に当てはまる

3 industry 産業 3 keep up with～ ～についていく

4 やぶ bush 4 tremendous ものすごい

5 method 方法 5 flesh 肉

6 honor 名誉 6 expert 専門家

7 property 財産 7 property 財産

8 expert 専門家 8 electric 電気の

9 receipt 領収書 9 sharp 鋭い

10 admit ～を認める 10 volunteer 志願者

11 mention ～に言及する 11 savage どう猛な

12 hurt 傷をつける 12 vacant 空の

13 appreciate 高く評価する 13 remote 遠く離れた

14 scream 金切り声をあげる 14 advantage 有利な点で

15 let ～させる 15 tribe 部族

16 desire ～を望む 16 fantastic 素晴らしい

17 determine ～を決心する 17 cancer 癌

18 intelligent 知能の高い 18 terror 恐怖

19 uselessは 役に立たない 19 scream 金切り声をあげる

20 impressed 感銘して 20 talent 才能

21 savage どう猛な 21 hospitable もてなしの良い

22 positive 肯定的な 22 routine 決まり切った仕事

23 remote 遠く離れた 23 movement 運動

24 basic 基礎的な 24 mention ～に言及する

25 素晴らしい fantastic 25 basic 基礎的な

26 様相 aspect 26 determine ～を決心する

27 remark ～を述べる 27 civil 市民の

28 bet 賭ける 28 intelligent 知能の高い

29 若さ youth 29 method 方法

30 talent 才能 30 appreciate 高く評価する

31 部族 tribe 31 awful ひどい

32 税 tax 32 philosophy 哲学

33 癌 cancer 33 astronomy 天文学

34 terror 恐怖 34 receipt 領収書

35 advantage 有利な点で 35 honor 名誉

36 routine 決まり切った仕事 36 medical 医学の

37 astronomy 天文学 37 youth 若さ

38 tremendousは ものすごい 38 industry 産業

39 国際的な international 39 moral 道徳

40 ひどい awful 40 bush やぶ

41 civil 市民の 41 souvenir 記念品

42 鋭い sharp 42 tax 税

43 空の vacant 43 let ～させる

44 もてなしの良い hospitable 44 optimistic 楽天的な

45 強烈な intense 45 laughter 笑い

46 医学の medical 46 hurt 傷をつける

47 電気の electric 47 make out～ ～を理解する

48 楽天的な optimistic 48 bet 賭ける

49 keep up with～ ～についていく 49 admit ～を認める

50 be true of～ ～に当てはまる 50 positive 肯定的な

51 try out～ ～を試してみる 51 intense 強烈な

52 make out～ ～を理解する 52 impressed 感銘して

53 moral 道徳 53 useless 役に立たない

54 志願者 volunteer 54 try out～ ～を試してみる

55 哲学 philosophy 55 remark ～を述べる

56 笑い laughter 56 aspect 様相

57 運動 movement 57 international 国際的な

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／天城越え

1 look into～ ～を調べる 1 look into～ ～を調べる

2 after all 結局 2 so far 今までのところ

3 in place of～ ～の代わりに 3 a bunch of～ 一房の～

4 a number of～ いくつかの～ 4 be in time for～ ～に間に合う

5 a bunch of～ 一房の～ 5 despite ～にもかかわらず

6 look over～ ～に目を通す 6 a series of～ 一連の

7 in common 共通に 7 after all 結局

8 take the place of ～の代わりをする 8 little by little 少しずつ

9 bring up～ ～を育てる 9 bring up～ ～を育てる

10 be in time for～ ～に間に合う 10 a number of～ いくつかの～

11 look A in the eye Aの目を見る 11 look over～ ～に目を通す

12 be in danger 危ない 12 look A in the eye Aの目を見る

13 come across～ ～にふと出くわす 13 all day long 一日中

14 lose sight of～ ～を見失う 14 if possible できれば

15 何よりもまず above all 15 give out～ ～を配る

16 if possible できれば 16 misunderstand ～を誤解する

17 look like～ ～に似ている 17 for the sake of～ ～のために

18 内容は content 18 above all 何よりもまず

19 in some way or other なんとかして 19 in common 共通に

20 for the sake of～ ～のために 20 take the place of ～の代わりをする

21 今までのところ so far 21 be in full bloom 満開である

22 ただ～でさえあれば if only ～ 22 be in danger 危ない

23 all day long 一日中 23 come across～ ～にふと出くわす

24 a series of～ 一連の 24 in place of～ ～の代わりに

25 give out～ ～を配る 25 look like～ ～に似ている

26 be in full bloom 満開である 26 lose sight of～ ～を見失う

27 despite ～にもかかわらず 27 if only ～ ただ～でさえあれば

28 少しずつ little by little 28
in some way or

other
なんとかして

29 misunderstand ～を誤解する 29 content 内容は

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／本能

1 failure 失敗 1 as for～ ～に関しては

2 strength 力で 2 every now and then ときどき

3 sword 剣 3 remember ～を覚えている

4 短気な impatient 4 intend ～を意図する

5 最終の ultimate 5 effective 効果のある

6 広い broad 6 be worried about～ ～を心配する

7 minor 小さいほうの 7 strength 力で

8 便利な convenient 8 failure 失敗

9 latter 後の方の 9 affair 出来事は

10 inferior 劣った 10 vital 生命にかかわる

11 効果のある effective 11 as much as～ ～ほども

12 特有の characteristic 12 be in charge of～ ～を担当している

13 vital 生命にかかわる 13 inform ～に知らせる

14 come to life 気づく 14 convenient 便利な

15 in line 並んで 15 be proud of～ ～を誇りに思う

16 be proud of～ ～を誇りに思う 16 minor 小さいほうの

17 as much as～ ～ほども 17 miss ～を見失う

18 be worried about～ ～を心配する 18 impatient 短気な

19 miss ～を見失う 19 each other お互いに

20 inform ～に知らせる 20 die from～ ～で死ぬ

21 solve ～を解決する 21 in tears 涙を流して

22 intend ～を意図する 22 solve ～を解決する

23 remember ～を覚えている 23 in fact 実際は

24 出来事は affair 24 all the way はるばる

25 涙を流して in tears 25 sword 剣

26 as for～ ～に関しては 26 latter 後の方の

27 die from～ ～で死ぬ 27 broad 広い

28 be no better than～ ～も同然である 28 be no better than～ ～も同然である

29 all the way はるばる 29 inferior 劣った

30 be ready for～ ～の用意ができてる 30 come to life 気づく

31 in fact 実際は 31 ultimate 最終の

32 every now and then ときどき 32 be ready for～ ～の用意ができてる

33 each other お互いに 33 in line 並んで

34 be in charge of～ ～を担当している 34 characteristic 特有の

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／夢をあきらめないで

1 quite a few～ かなり多くの～ 1 a large number of ～多数の

2 with ease 容易に 2 leave A alone Aを放っておく

3 脱ぐ take off 3 be suited for ～に適している

4 stop doing ～することを止める 4 because of～ ～のために

5 manage to do どうにか～する 5 burst into tears どっと泣き出す

6 because of～ ～のために 6 dozens of～ 何十もの～

7 a large number of ～多数の 7 figure out～ ～を理解する

8 look up to～ ～を尊敬する 8 if anything どちらかと言えば

9 自分自身の of one's own 9 in addition to～ ～に加えて

10 Aを放っておく leave A alone 10 in case～ ～するといけないから

11 figure out～ ～を理解する 11 in one's place ～の代わりに

12 keep A in Aを閉じ込める 12 keep A in Aを閉じ込める

13 in case～ ～するといけないから 13 look up to～ ～を尊敬する

14 be suited for ～に適している 14 manage to do どうにか～する

15 millions of～ 何百もの～ 15 millions of～ 何百もの～

16 without fail 必ず 16 never fail to do 必ず～する

17 in one's place ～の代わりに 17 on purpose わざと

18 on purpose わざと 18 quite a few～ かなり多くの～

19 間近に at hand 19 stop doing ～することを止める

20 if anything どちらかと言えば 20 with ease 容易に

21 never fail to do 必ず～する 21 without fail 必ず

22 in addition to～ ～に加えて 22 at hand 間近に

23 burst into tears どっと泣き出す 23 of one's own 自分自身の

24 dozens of～ 何十もの～ 24 take off 脱ぐ

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／裸足の女神

1 conclude ～と結論を下す 1 more A than any other B 他のいかなるBよりAである

2 refresh 元気を回復させる 2 spoil ～をだめにする

3 demonstrate ～を論証する 3 have influence on～ ～に影響がある

4 communicate ～を伝達する 4 make a fool of～ ～をバカにする

5 spoil ～をだめにする 5 carry out～ ～を実行する

6 regard ～とみなす 6 set up ～を設立する

7 beat ～を打つ 7 conclude ～と結論を下す

8 press ～を圧迫する 8 read out～ ～を読み上げる

9 turn over～ ～をひっくり返す 9 side by side 並んで

10 read out～ ～を読み上げる 10 be involved in～ ～に関わっている

11 carry out～ ～を実行する 11 refresh 元気を回復させる

12 as A as ever 相変わらずA 12 have trouble with～ ～で苦労する

13 be involved in～ ～に関わっている 13 in despair 絶望して

14 have trouble with～ ～で苦労する 14 communicate ～を伝達する

15 make a difference 違いを生じる 15 make a difference 違いを生じる

16 set up ～を設立する 16 make use of～ ～を利用する

17 遅かれ早かれ sooner or later 17 turn over～ ～をひっくり返す

18 be aware of～ ～に気付いている 18 stand out 目立つ

19 並んで side by side 19 sooner or later 遅かれ早かれ

20 in despair 絶望して 20 be aware of～ ～に気付いている

21 stand out 目立つ 21 demonstrate ～を論証する

22 have influence on～ ～に影響がある 22 beat ～を打つ

23 be tired of～ ～に飽きる 23 be no use doing ～しても無駄である

24 いくつかの～ a couple of ～ 24 a couple of ～ いくつかの～

25 be no use doing ～しても無駄である 25 press ～を圧迫する

26 more A than any other B 他のいかなるBよりAである 26 regard ～とみなす

27 make use of～ ～を利用する 27 as A as ever 相変わらずA

28 make a fool of～ ～をバカにする 28 be tired of～ ～に飽きる

曲順問題 ランダム問題



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



英検準２級／Bye Bye My Love 

1 hang up the phone 電話切る 1 issue 発行（雑誌などの第～号）

2 harmful 有害な 2 diary 日記

3 historical 歴史の（歴史上の） 3 arrange  ～を取り決める

4 march 行進する 4 be in hospital 入院している

5 I'd love to. 喜んで（そうします） 5 yell 叫ぶ（怒鳴る）

6 I agree. 賛成です 6 clinic 診療所

7 housework 家事 7 pause 休止（中止）

8 issue 発行（雑誌などの第～号） 8 reject ～を拒絶する

9 Let me see. ええと（ちょっと待ってください） 9 Guess what! ねえねえ聞いて！（聞いてよ）

10 regularly 定期的に（規則正しく） 10 help A to do Aが～するのを助ける

11 navy 海軍 11 historical 歴史の（歴史上の）

12 reject ～を拒絶する 12 navy 海軍

13 by chance 偶然に 13 I agree. 賛成です

14 conclusion 結論（結び） 14 march 行進する

15 sailor 船乗り 15 addition 追加（付け加えること）

16 How was ～？ ど うだった？ 16 charity 慈善事業

17 Guess what! ねえねえ聞いて！（聞いてよ） 17 Here you are. さあ、どうぞ

18 guide dog 盲導犬 18 dinosaur 恐竜

19 addition 追加（付け加えること） 19 conclusion 結論（結び）

20 be in hospital 入院している 20 harmful 有害な

21 I guess so. そう思う 21 sailor 船乗り

22 rely on～ ～を信頼する（～を頼る） 22 by chance 偶然に

23 safety 安全 23 if you like よろしければ

24 arrange  ～を取り決める 24 How was ～？ ど うだった？

25 careful 注意深い 25 I'd love to. 喜んで（そうします）

26 charming 魅力的 26 I guess so. そう思う

27 charity 慈善事業 27 safety 安全

28 Calm down. 落ち着いて 28 delivery 配達

29 diary 日記 29 regularly 定期的に（規則正しく）

30 Does that mean～？ ～という意味？ 30 careful 注意深い

31 pause 休止（中止） 31 in one’s twenties 20代の時に

32 Well done! よくやった! 32 Well done! よくやった!

33 yell 叫ぶ（怒鳴る） 33 physical 身体の（物質的な）

34 microwave 電子レンジ 34 frightened ぎょっとした（おびえた）

35 frightened ぎょっとした（おびえた） 35 guide dog 盲導犬

36 insect 昆虫 昆虫 36 frightening 恐ろしい

37 immediate すぐの（即時） 37 calcium ｶﾙｼｳﾑ

38 physical 身体の（物質的な） 38 cannot fail to  必ず～する

39 be right back すぐに戻って来る 39 teammate ﾁｰﾑﾒｲﾄ

40 in one’s twenties 20代の時に 40 Does that mean～？ ～という意味？

41 clinic 診療所 41 be right back すぐに戻って来る

42 dinosaur 恐竜 42 expense 費用

43 help A to do Aが～するのを助ける 43 be through with  ～を終える

44 Here you are. さあ、どうぞ 44 charming 魅力的

45 be through with  ～を終える 45 hang up the phone 電話切る

46 bacteria 細菌（バクテリア） 46 microwave 電子レンジ

47 cannot fail to  必ず～する 47 For one thing  一つには

48 delivery 配達 48 immediate すぐの（即時）

49 frightening 恐ろしい 49 instruction 指示

50 expense 費用 50 rely on～ ～を信頼する（～を頼る）

51 if you like よろしければ 51 housework 家事

52 calcium ｶﾙｼｳﾑ 52 bacteria 細菌（バクテリア）

53 teammate ﾁｰﾑﾒｲﾄ 53 Calm down. 落ち着いて

54 For one thing  一つには 54 site ｳｪﾌﾞｻｲﾄ（用地）

55 instruction 指示 55 Let me see.
ええと（ちょっと待ってくださ

い）
56 site ｳｪﾌﾞｻｲﾄ（用地） 56 insect 昆虫

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／Don't Leave Me

1 My pleasure. どういたしまして 1 What's wrong? どうしたんです？

2 ballet バレエ 2 miniature 縮小したもの(小型の模型)

3 now that 今や～なので 3 pillow 枕

4 search A for B Ｂを求めてＡ（場所）を探す 4 economy 経済（節約、倹約）

5 clown ピエロ（道化役） 5 ballet バレエ

6 economy 経済（節約、倹約） 6 market 市場

7 pretty なかなか（結構、わりに） 7 as though まるで～のように

8 partner 配偶者 8 be away 留守にする

9
May I leave a
message?

（電話で）伝言をお願い
できますか？

9
May I leave a
message?

（電話で）伝言をお願い
できますか？

10 call out 大声で呼びかける 10 army 陸軍

11 as though まるで～のように 11 ma'am 奥様、お嬢様

12 army 陸軍 12 arctic 北極の

13 arctic 北極の 13 recent 最近の

14 allow ～を許す 14 everyone みなさん

15 carpenter 大工 15 clown ピエロ（道化役）

16 everyone みなさん 16 Not really. それほどでもありません

17 frankly 率直に(正直に) 17 dress ～に服を着せる

18 ma'am 奥様、お嬢様 18 search A for B Ｂを求めてＡ（場所）を探す

19 pillow 枕 19 now that 今や～なので

20 guide ～に案内する 20 guide ～に案内する

21 typical 典型的な 21 carpenter 大工

22 be away 留守にする 22 for sure 確かに

23 for sure 確かに 23 May I speak to～? （電話で）～はいますか？

24 recent 最近の 24 typical 典型的な

25 Not really. それほどでもありません 25 call out 大声で呼びかける

26 sincerely 心から（誠実に） 26 partner 配偶者

27 dress ～に服を着せる 27 No problem. いいですとも（どういたしまして。）

28 I'll be back at five. 5時に戻ります 28 frankly 率直に(正直に)

29 impress
感心する （～に良い印
象を与える）

29 impress
感心する （～に良い印象
を与える）

30 May I speak to～? （電話で）～はいますか？ 30 I'll be back at five. 5時に戻ります

31 miniature 縮小したもの(小型の模型) 31 allow ～を許す

32 market 市場 32 amateur 素人

33 No problem. いいですとも（どういたしまして。） 33 sincerely 心から（誠実に）

34 What's wrong? どうしたんです？ 34 My pleasure. どういたしまして

35 amateur 素人 35 pretty なかなか（結構、わりに）

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／FLASH 

1 appreciate ～を感謝する 1 explorer 探検家

2 興奮しやすい excitable 2 guard ～を守る（～を監視する）

3 in conclusion 結論として（最後に） 3 appreciate ～を感謝する

4 insist 強く主張する 4 suggestion 提案（暗示）

5 How do you like～？ ～はどうですか？ 5 excitable 興奮しやすい

6 drive by 車で通りかかる 6 compare A with B ＡをＢと比較する

7 unfriendly 不親切な（よそよそしい） 7 sit up late 夜更かしする

8 ひそかに secretly 8 scuba diving ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ

9 compare A with B ＡをＢと比較する 9 downstairs 階下で

10 危うく～しそうになる come close to～ 10 unfriendly 不親切な（よそよそしい）

11 play an important role in  ～で重要な役割を演じる 11 confirm ～を確認する

12 a good deal of 大量の～ 12 frightening ぎょっとするような（恐ろしい）

13 explanation 説明 13 How do you like～？ ～はどうですか？

14 go against～ ～に反する（～に逆らう） 14 a few days 2～3日

15 どこかに somewhere 15 in conclusion 結論として（最後に）

16 lower ～を下げる（低い方の） 16 endlessly 果てしなく

17 ドイツ語 German 17 graduate from  ～を卒業する

18 stretch ｽﾄﾚｯﾁをする 18 For one thing 一つには

19 pronounce ～を発音する 19 issue 発行（問題点）

20 graduate from  ～を卒業する 20  go ahead 先に行く

21 探検家 explorer 21 drive by 車で通りかかる

22 I'm wondering if～ ～かどうかと思いまして 22 go against～ ～に反する（～に逆らう）

23 scuba diving ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ 23 mosquito 蚊

24 Bにちなんで Aを名づける name A after B 24 code 規範（暗号）

25 set the table 食卓の用意をする 25 Would you mind doing?  ～していただけませんか？

26 ひょいと立ち寄る drop by 26 I'm wondering if～ ～かどうかと思いまして

27 mess 散らかった状態（酷い有様） 27 in that case その場合には

28 confirm ～を確認する 28 mess 散らかった状態（酷い有様）

29 2～3日 a few days 29 German ドイツ語

30 必ずしも（必然的に） necessarily 30 necessarily 必ずしも（必然的に）

31 sit up late 夜更かしする 31 come close to～ 危うく～しそうになる

32 suggestion 提案（暗示） 32 in mind 心の中で

33 spill ～をこぼす 33 lower ～を下げる（下位の）

34 code 規範（暗号） 34 a good deal of 大量の～

35 guard ～を守る（～を監視する） 35 name A after B Bにちなんで Aを名づける

36 issue 発行（問題点） 36 insist 強く主張する

37 mosquito 蚊 37 stretch ｽﾄﾚｯﾁをする

38 Would you mind doing?  ～していただけませんか？ 38 spill ～をこぼす

39 endlessly 果てしなく 39 play an important role in  ～で重要な役割を演じる

40 downstairs 階下で 40 somewhere どこかに

41 ぎょっとするような frightening 41 pronounce ～を発音する

42 For one thing 一つには 42 secretly ひそかに

43 先に行く  go ahead 43 explanation 説明

44 in mind 心の中で 44 set the table 食卓の用意をする

45 in that case その場合には 45 drop by ひょいと立ち寄る

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／LA・LA・LA LOVE SONG 

1
What do you say to

doing?

 ～はいかがですか？（～は

どうでしょうか？）
1 whether

～であろうとなかろうと（～

かどうか）

2 handsome ハンサムな 2 normally 通常は（普通は）

3 足元に気をつけて！ Watch your step! 3 be independent of～  ～から独立している

4 be unable to do ～することができない 4 be considered to do ～すると考えられている

5 be just about to まさに～するところだ 5 generous 寛大な

6 be expected to do
 ～するものとされている（～

するよう期待される）
6 know of

～の存在について知ってい

る（心当たりがある）

7 Can I help you? 何かお探しですか？ 7 flat tire パンクしたタイヤ

8 Good luck! がんばって！(幸運を祈ります） 8 You mean～？ ～ということね？

9 wildlife 野生生物 9 report ～を報告（報道）する

10 be independent of～  ～から独立している 10 photographer 写真家（カメラマン）

11 be disappointed with  ～にがっかりする 11 turn up～ ～を大きくする（音量等）

12 be considered to do ～すると考えられている 12 banknote  紙幣

13 be responsible for～  ～に責任がある 13 constant 一定の（不断の）

14 normally 通常は（普通は） 14 wildlife 野生生物

15 lawyer 弁護士（法律家） 15 be responsible for～  ～に責任がある

16 preparation 準備 16 pressure 圧力（重圧）

17 pressure 圧力（重圧） 17 preparation 準備

18 report ～を報告（報道）する 18 handsome ハンサムな

19 train  ～を訓練する 19 final 最後の

20 You mean～？ ～ということね？ 20 assignment 宿題

21 whether
～であろうとなかろうと（～

かどうか）
21 in private

誰もいないところで(非公式

に･内緒で）

22 That's good to hear. それは良かったね 22 burst into laughter 突然笑い出す

23 That's time with me. 私はそれで結構です 23 environmentally 環境保護の点で

24 photographer 写真家（カメラマン） 24 lawyer 弁護士（法律家）

25 寛大な generous 25 That's good to hear. それは良かったね

26 パンクしたタイヤ flat tire 26 be unable to do ～することができない

27 environmentally 環境保護の点で 27 be just about to まさに～するところだ

28 宿題 assignment 28 That's time with me. 私はそれで結構です

29 beyond ～を越えて（～の向こうに） 29 Good luck! がんばって！(幸運を祈ります）

30 突然笑い出す burst into laughter 30 beyond ～を越えて（～の向こうに）

31 constant 一定の（不断の） 31 three-dimensional 3次元の/立体の

32 final 最後の 32 tempt ～を誘う（～を引き付ける）

33 banknote  紙幣 33 Watch your step! 足元に気をつけて！

34  install
（装置など）を設置する（～

をインストールする）
34  install

（装置など）を設置する（～

をインストールする）

35 turn in
～を提出する(内側に曲げ

る､～を中に入れる)
35

What do you say to

doing?

 ～はいかがですか？（～は

どうでしょうか？）

36 tempt ～を誘う（～を引き付ける） 36 be disappointed with  ～にがっかりする

37 in private
誰もいないところで(非公

式に･内緒で）
37 be expected to do

 ～するものとされている（～

するよう期待される）

38 turn up～ ～を大きくする（音量等） 38 Can I help you? 何かお探しですか？

39 hand out  ～を配る 39 hand out  ～を配る

40 three-dimensional 3次元の/立体の 40 assignment 宿題

41 know of
～の存在について知ってい

る（心当たりがある）
41 turn in

～を提出する(内側に曲げ

る､～を中に入れる)

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／Liar! Liar! 

1
May I ask you a

favor?
お願いがあるのですが 1

You can say that

again.
そのとおりです

2 皿 plate 2 the Japanese Alps 日本アルプス

3 would  rather A than B BよりむしろＡしたい 3 majority 過半数

4 pigeon 鳩 4 overweight 重量超過の（太り過ぎの）

5 the Japanese Alps 日本アルプス 5 plate 皿

6 Just a minute. ちょっと待って 6 You'll find it on your right. 右手に見えます

7 Go ahead. さあどうぞ/先に行く 7 obey （命令・規則などに）～に従う

8 You can't miss it.
すぐ分かります（すぐ見つかりま

す、必ず見つかります。）
8 Would you like～？

～はいかがですか？（～はい

かがでしょうか？）

9 This is because～ これは～だからだ 9 at most せいぜい（最大でも）

10 Thanks anyway. でもありがとう 10 would  rather A than B BよりむしろＡしたい

11 That sounds good. それはいいですね 11 What is A like? Ａはどんなふう？

12 mainly 主に（概して） 12 May I ask you a favor? お願いがあるのですが

13 obey （命令・規則などに）～に従う 13 That sounds good. それはいいですね

14 By all means. ぜひどうぞ（もちろん） 14 presentation 発表・提示（贈呈）

15 That's very kind of you. ご親切にどうもありがとう 15 By all means. ぜひどうぞ（もちろん）

16 tease ～をからかう 16 luxurious  liner 豪華客船

17 luxurious  liner 豪華客船 17 messenger 配達人（使者）

18 presentation 発表・提示（贈呈） 18 pigeon 鳩

19 by sea 船で 19 by sea 船で

20 manners マナー、やり方、行儀、振る舞い 20 Thanks anyway. でもありがとう

21 euro ユーロ 21 put A in order Ａを整理する

22 every どの～も 22 Take your time. どうぞごゆっくり(ゆっくりどうぞ)

23 overweight 重量超過の（太り過ぎの） 23 euro ユーロ

24 put A in order Ａを整理する 24 get together 集まる

25 in that case その場合には 25 manners マナー、やり方、行儀、振る舞い

26 link ～をつなぐ（～を結びつける） 26 in that case その場合には

27 majority 過半数 27 This is because～ これは～だからだ

28 messenger 配達人（使者） 28  mosquito 蚊

29 蚊  mosquito 29 That's very kind of you. ご親切にどうもありがとう

30 Would you like～？
～はいかがですか？（～はい

かがでしょうか？）
30 You can't miss it.

すぐ分かります（すぐ見つかり

ます、必ず見つかります。）

31 Take your time. どうぞごゆっくり(ゆっくりどうぞ) 31 mainly 主に（概して）

32 That would be nice. それはいいね 32 link ～をつなぐ（～を結びつける）

33 What is A like? Ａはどんなふう？ 33 on schedule 予定どおりに

34 on schedule 予定どおりに 34 every どの～も

35 at most せいぜい（最大でも） 35 Just a minute. ちょっと待って

36 get together 集まる 36 Go ahead. さあ、どうぞ、先に行く

37
You can say that

again.
そのとおりです 37 tease ～をからかう

38
You'll find it on your

right.
右手に見えます 38 That would be nice. それはいいね

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／LOVE PHANTOM 

1 Anything will do
何でもいいです(どちらでもい

いです)
1 trap

～をわなで捕らえる（～を閉

じ込める）

2 half an hour 30分間 2 jewelry 宝石

3 stay in bed 寝てる 3 Give me a hand. 手伝ってください

4 gas ガソリン 4 lifetime 一生

5 fairly 公正に(まあまあ、かなり) 5 increasingly ますます(だんだん)

6 Give me a hand. 手伝ってください 6 make friends with～  ～と友達になる

7 関係(結合) connection 7 wrap ～を巻きつける(～を包む)

8 When it comes to～ ～について言えば 8 lifelong 生涯

9 wrap ～を巻きつける(～を包む) 9 When it comes to～ ～について言えば

10 What a shame! それは残念！（ああ、残念！） 10 What a shame! それは残念！（ああ、残念！）

11 speaking of～  ～と言えば 11 gas ガソリン

12 trap
～をわなで捕らえる（～を閉じ

込める）
12  I'll miss you.

あなたがいなくなると寂しく

なります

13 by heart 暗記して 13 in mind 心の中で

14 make a reservation 予約する 14 on the point of doing まさに～しようとし て

15 widen ～を広げる(広くなる) 15 fairly 公正に(まあまあ、かなり)

16
あなたがいなくなると寂しく

なります
 I'll miss you. 16 delicate

繊細な(微妙な、取り扱いの

難しい)

17 Have a good day. 良い一日を 17 navigation 運行指示(航行/飛行)

18 navigation 運行指示(航行/飛行) 18 by heart 暗記して

19 on the point of doing まさに～しようとし て 19 Have a good day. 良い一日を

20 make friends with～  ～と友達になる 20 connection 関係(結合)

21 make one's way to  ～へ進む 21 widen ～を広げる(広くなる)

22 それは楽しそうですね That sounds like fun. 22 in one’s forties 40代で

23 in one’s forties 40代で 23 lobby ロビー

24 in mind 心の中で 24 make one's way to  ～へ進む

25 consist of ～から成り立っている 25 speaking of～  ～と言えば

26 delicate
繊細な(微妙な、取り扱いの

難しい)
26 Anything will do

何でもいいです(どちらでも

いいです)

27 lifetime 一生 27 That sounds like fun. それは楽しそうですね

28 jewelry 宝石 28 collect ～を集める

29 increasingly ますます(だんだん) 29 half an hour 30分間

30 lifelong 生涯 30 make a reservation 予約する

31 lobby ロビー 31 consist of ～から成り立っている

32 maid お手伝い/メイド 32 stay in bed 寝てる

33 collect ～を集める 33 maid お手伝い/メイド

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／キセキ

1 Take it easy.
気楽にね（無理をしないで、

落ち着いてね）
1 take A for B

 Aを Ｂと間違える（間違ってAをB

だと思う）
2 see if～ ～かどうか確かめる 2 colored 色つきの
3 surf 見て回る 3 stick ～を突き刺す（くっつく）
4 spill ～をこぼす 4 backyard 裏庭
5 totally 完全に（全く､とても） 5 恐ろしい scary 恐ろしい

6
I have an appointment

with～.
～と面会の約束があります 6

Please help yourself

to～.
 どうぞ～を自由にお取りください

7 believe in ～の存在を信じる 7 totally 完全に（全く､とても）
8 assistance 援助 8 dress up 正装する
9 dress up 正装する 9 assistance 援助
10 get A back from B ＢからＡを取り戻す 10 end up with 結局～で終わる
11 How about doing？ ～してはどうですか？ 11 spill ～をこぼす
12 hope for～ ～を願う 12 consult a dictionary 辞書をひく
13 imagination 想像 13 be  bad at ～が下手だ
14 smoke alarm 火災報知機 14 run after～ ～を追いかける
15 余分の（予備の） spare 15 copy ～の写しを取る
16 働く意欲 willingness to work 16 width 横幅
17 誇り pride 17 smoke alarm 火災報知機
18 利益 profit 18 the way～ ～のやり方

19
Please make yourself

at home.
楽にしてください 19

Have you ever been

to～？
 ～へ行ったことがありますか？

20 驚くほど（意外にも） surprisingly 20 unkind 不親切な
21 the instant that～ ～するとすぐに 21 rarely めったに～しない
22 separation 分離 22 in pairs 二人一組で
23 completely 完全に 23 ahead of～ ～の前に（～に先立って）

24 Hold on, please.
（電話で）そのまま切らずにお

待ちください
24 Hold on, please.

（電話で）そのまま切らずにお待ち

ください

25
Have you ever been to

～？
 ～へ行ったことがありますか？ 25 Is it OK if～？  ～してもいいですか？

26 be  bad at ～が下手だ 26 the instant that～ ～するとすぐに
27 clear はっきりした 27 clear はっきりした
28 take A for B  Aを Ｂと間違える（間違ってA 28 I have an ～と面会の約束があります
29 width 横幅 29 spare 余分の（予備の）
30 特に何も Nothing special. 30 toothache 歯痛
31 二人一組で in pairs 31 willingness to work 働く意欲
32 demonstrate ～を説明する 32 see if～ ～かどうか確かめる
33 end up with 結局～で終わる 33 get A back from B ＢからＡを取り戻す
34 Congratulations! おめでとう！ 34 profit 利益
35 色つきの colored 35 regarding ～に関して
36 正直な honest 36 imagination 想像
37 toothache 歯痛 37 surprisingly 驚くほど（意外にも）
38 広く widely 38 How about doing？ ～してはどうですか？

39
Please help yourself

to～.

 どうぞ～を自由にお取りくだ

さい
39 honest 正直な

40 責任のある responsible 40 I have to go now もう行かなくてはいけません

41 note
注釈（～に注意する、～を書き

留める）
41 note

注釈（～に注意する、～を書き留め

る）
42 regarding ～に関して 42 hope for～ ～を願う
43 rarely めったに～しない 43 pride 誇り
44 ahead of～ ～の前に（～に先立って） 44 responsible 責任のある
45 backyard 裏庭 45 believe in ～の存在を信じる
46 Is it OK if～？  ～してもいいですか？ 46 Certainly, sir.  かしこまりました。
47 不親切な unkind 47 park ～を駐車する
48 be certain to do 確かに～する（間違いなく～す 48 separation 分離
49 Certainly, sir.  かしこまりました。 49 demonstrate ～を説明する
50 as far as I know 私の知る限りでは 50 widely 広く
51 run after～ ～を追いかける 51 Please make 楽にしてください
52 恐ろしい 恐ろしい scary 52 surf 見て回る
53 stick ～を突き刺す（くっつく） 53 That would help. それは助かります
54 copy ～の写しを取る 54 be certain to do 確かに～する（間違いなく～する）
55 もう行かなくてはいけませ I have to go now 55 completely 完全に
56 park ～を駐車する 56 Nothing special. 特に何も
57 consult a dictionary 辞書をひく 57 Congratulations! おめでとう！

58 That would help. それは助かります 58 Take it easy.
気楽にね（無理をしないで、落ち

着いてね）
59 remind A of B ＡにＢを思い出させる 59 remind A of B ＡにＢを思い出させる
60 the way～ ～のやり方 60 as far as I know 私の知る限りでは

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／奇跡の地球

1 airport 空港 1 So what? だから何なのですか？

2 code 暗号（規範） 2 What's the matter? どうしたの？

3 boss 上司 3 advertise ～を宣伝する

4 How come～？ なぜ～ですか？（どうして？） 4 airport 空港

5 vote 投票 5 The same to you. あなたもね

6 What's up? どうしたの？（元気かい？） 6 officer 警官（巡査、公務員、将校）

7 skin 肌 7 Come on! バカ言うな！ がんばれ！

8 suggestion 提案（暗示） 8 Watch out! 気を付けて

9 swing 揺れる 9 I'm afraid～ ～だと思います

10 Watch out! 気を付けて 10 staff 職員

11 whenever
 ～するときはいつでも

(いつ～しようとも)
11 It's up to you.

あなた次第

（あなたの責任です）

12 real 本当の 12 rug じゅうたん

13 rate 比率（割合　速度） 13 Don't worry. ご心配なく

14 staff 職員 14 swing 揺れる

15 rug じゅうたん 15 ill 病気で（悪い）

16 I'm afraid～ ～だと思います 16 real 本当の

17 I'm sorry to hear that.
それは残念

（それはお気の毒に）
17 whenever

 ～するときはいつでも

(いつ～しようとも)

18 be sold out 売り切れている 18 original 元々の（独創的な）

19 I'm full. 満腹です 19 I'm full. 満腹です

20 ill 病気で（悪い） 20 network 網状組織

21 hero 英雄（男性の主人公） 21 hero 英雄（男性の主人公）

22 network 網状組織 22 There is no doubt that～ ～は間違いない

23 over and over 繰り返して 23 How come～？ なぜ～ですか？（どうして？）

24 What's the matter? どうしたの？ 24  I'm not sure. よく分かりません

25 真実 truth 25 I'm sorry to hear that. それは残念（それはお気の毒に）

26 元々の（独創的な） original 26 What's up? どうしたの？（元気かい？）

27 officer 警官（巡査、公務員、将校） 27 over and over 繰り返して

28 ご心配なく Don't worry. 28 code 暗号（規範）

29  I'm not sure. よく分かりません 29  I'm having trouble with～. ～で困っています

30 It's up to you.
あなた次第（あなたの責任で

す）
30 Long time no see. お久しぶり

31 make a dicision 決定する（決意する） 31 be sold out 売り切れている

32 Come on! バカ言うな！ がんばれ！ 32 track 走路（線路）

33
 I'm having trouble

with～.
～で困っています 33 ring ～を鳴らす（鳴る）

34 advertise ～を宣伝する 34 Take care. （別れ際に）じゃ、気をつけて

35 Of course. もちろんです 35 spider クモ

36 ring ～を鳴らす（鳴る） 36 skin 肌

37 No way!
とんでもない！（ダメだ！お断り

だ、そんな馬鹿な）
37 No way!

とんでもない！

（ダメだ！お断りだ、そんな馬鹿な）

38 I'm just looking. 見ているだけ 38 make a dicision 決定する（決意する）

39 Long time no see. お久しぶり 39 Of course. もちろんです

40 There is no doubt that～ ～は間違いない 40 I'm just looking. 見ているだけ

41 This is A speaking. （電話で）Ａです（はい、Aです） 41 truth 真実

42 The same to you. あなたもね 42 This is A speaking. （電話で）Ａです（はい、Aです）

43 track 走路（線路） 43 suggestion 提案（暗示）

44 So what? だから何なのですか？ 44 boss 上司

45 Take care. （別れ際に）じゃ、気をつけて 45 vote 投票

46 クモ spider 46 rate 比率（割合　速度）

曲順問題 ランダム問題



英検準２級／衝動

1 with luck 運が良ければ 1 think over～ ～をじっくり考える

2 ask for  ～を求める 2 spray スプレー

3 change A for B ＡをＢと交換する 3 amazing びっくりさせるような

4 extra 追加の（余分の） 4 try one's best 全力を尽くす

5 Let me do. 私に～させてね 5 I have no idea. 分かりません

6 Neither do I.
（否定文を受けて）私もそうじゃ

ないです
6 Neither do I.

（否定文を受けて）私もそうじゃな

いです

7 naturally 自然に（当然） 7 creation 創作（創造）

8 skunk スカンク 8 Let me do. 私に～させてね

9 shortage 欠乏（不足） 9 advise ～に忠告する

10 stereo ステレオ 10 change A for B ＡをＢと交換する

11 amazing びっくりさせるような 11 slightly わずかに（少し）

12 advise ～に忠告する 12 pirate 海賊

13 appreciation  評価（感謝） 13 with luck 運が良ければ

14 discover ～を発見する 14 stereo ステレオ

15 pick up  ～を手に取る 15 discover ～を発見する

16 smoker 喫煙者 16 remain silent 黙秘する

17 film ～を撮影する（～を映画化する） 17 film ～を撮影する（～を映画化する）

18 think over～ ～をじっくり考える 18 propose ～を提案する（結婚を申し込む）

19 the Nobel Prize ノーベル賞 19 appreciation  評価（感謝）

20 remain silent 黙秘する 20 naturally 自然に（当然）

21 I have no idea. 分かりません 21 pick up  ～を手に取る

22 whoever 誰が～しようとも 22 whichever どちらを～しようとも

23 try one's best 全力を尽くす 23 far 大いに

24 somewhere どこかに 24 smoker 喫煙者

25 spray スプレー 25 Why don't we do? ～しましょう

26 slightly わずかに（少し） 26 the Nobel Prize ノーベル賞

27 percent パーセント 27 whoever 誰が～しようとも

28 whichever どちらを～しようとも 28 shortage 欠乏（不足）

29 Why don't we do? ～しましょう 29 skunk スカンク

30 大いに 大いに far 30 on one's own 自身の力で

31 on one's own 自身の力で 31 extra 追加の（余分の）

32 pirate 海賊 32 foreign 外国の

33 propose ～を提案する（結婚を申し込む） 33 ask for  ～を求める

34 creation 創作（創造） 34 somewhere どこかに

35 foreign 外国の 35 percent パーセント

曲順問題 ランダム問題



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



英検準２級／名もなき詩

1 flashlight 懐中電灯 1 30代で in one’s thirties

2 wherever どこへ～しようとも 2 embarrass 当惑する（～に恥ずかしい思いをさせる）

3 wealthy 裕福な 3 award ～を与える

4 concrete 具体的な（コンクリート製の） 4 be against～ ～に反対である

5 Do you mind if～？ ～してもいいですか。 5 be related to～ ～に関係がある

6 get A to do Ａに～してもらう 6 be said to be～ ～であると言われている

7 listen for  ～に聞き耳立てる 7 be suited for  ～に適している

8 demonstration 実演（デモ） 8 by the end  of ～ ～の終わりまでには

9 How are you doing? 元気でやっていますか？ 9 demonstration 実演（デモ）

10
more～than A had

expected
 Aが思っていたよりも～だ 10 Can I try on～? ～を試着できますか？

11 That depends 時と場合による（場合によります） 11 collect ～を集める

12 be said to be～ ～であると言われている 12 concrete 具体的な（コンクリート製の）

13 identify
～を識別する（～を特定する・～が何であ

るかわかる）
13

Could you tell me

where～？
どこで～か教えていただけますか？

14 strongly 強く（激しく） 14 co-worker 同僚（協力者）

15
You have the wrong

number.
（電話で）番号を間違えてます 15

have A in common with

B
 Bと共通してＡを持つ（共通点がある）

16 have a sore throat のどが痛む 16 deeply 深く

17 have A in common with B  Bと共通してＡを持つ（共通点がある） 17 identify
～を識別する（～を特定する・～が何であ

るかわかる）

18 equally 等しく（同程度に） 18 Do you mind if～？ ～してもいいですか。

19 I'm home. ただいま 19 reunion 再会（再結合）

20 前途有望な promising 20 emergency aid 救援隊

21 satisfactory 満足いく 21 equally 等しく（同程度に）

22 spicy 薬味の効いてる（ぴりっとした） 22 flashlight 懐中電灯

23 stressful 緊張を強いる（ストレスの原因となる） 23 present ～を提案する（現在の・出席している）

24 be suited for  ～に適している 24 currently 現在のところ

25 be related to～ ～に関係がある 25 have a sore throat のどが痛む

26 transport ～を輸送する 26 hopefully 願わくば（うまくいけば）

27 traffic accident 交通事故 27 How are you doing? 元気でやっていますか？

28 交通規則 traffic rule 28 I can't help it. 仕方ありません

29 attendant （会社・ホテル等の）サービス係 29 attendant （会社・ホテル等の）サービス係

30 hopefully 願わくば（うまくいけば） 30 I'm home. ただいま

31 nationality 国籍 31 listen for  ～に聞き耳立てる

32 reunion 再会（再結合） 32 make one's bed ベッドを整える

33 present ～を提案する（現在の・出席している） 33
more～than A had

expected
 Aが思っていたよりも～だ

34 restroom 化粧室（トイレ） 34 nationality 国籍

35 be against～ ～に反対である 35 get A to do Ａに～してもらう

36 award ～を与える 36 rescue ～を救助する

37 deeply 深く 37 restroom 化粧室（トイレ）

38 campaign 運動（キャンペーン） 38 campaign 運動（キャンペーン）

39 co-worker 同僚（協力者） 39 satisfactory 満足いく

40 I can't help it. 仕方ありません 40 spicy 薬味の効いてる（ぴりっとした）

41 rescue ～を救助する 41 stressful 緊張を強いる（ストレスの原因となる）

42 emergency aid 救援隊 42 strongly 強く（激しく）

43 娯楽（催し物） entertainment 43 That depends 時と場合による（場合によります）

44 embarrass 当惑する（～に恥ずかしい思いをさせる） 44 traffic accident 交通事故

45 collect ～を集める 45 transport ～を輸送する

46 currently 現在のところ 46 wealthy 裕福な

47
Could you tell me where

～？
どこで～か教えていただけますか？ 47

You have the wrong

number.
（電話で）番号を間違えてます

48 利益（恩恵） benefit 48 wherever どこへ～しようとも

49 make one's bed ベッドを整える 49 entertainment 娯楽（催し物）

50 30代で in one’s thirties 50 traffic rule 交通規則

51 by the end  of ～ ～の終わりまでには 51 promising 前途有望な

52 Can I try on～? ～を試着できますか？ 52 arrival 到着

53 到着 arrival 53 benefit 利益（恩恵）

曲順問題 ランダム問題
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