
英検２級／15の夜

1 概略 outline 1 endure ～を我慢する
2 所有者 estate 2 behalf 利益
3 soar 天高く上がる 3 soar 天高く上がる
4 itch かゆい 4 concept 概念
5 無作法な impolite 5 collar えり
6 minus ～を引いた 6 general 一般的な
7 辛うじて narrowly 7 appear 現れること
8 be equivalent to ～と同等で 8 pray 祈る
9 certain ～を確信して 9 heritage 遺産

10 それにもかかわらず nevertheless 10 itch かゆい
11 persist ～をあくまでも主張する 11 alibi アリバイ
12 impose ～を課す 12 compensate 償う
13 一般的な general 13 get out of 出る
14 変えられる convertible 14 conflict 矛盾する
15 間違う err 15 impolite 無作法な
16 関連した relevant 16 chapter 章
17 省 ministry 17 derive ～を引き出す
18 拒否 rejection 18 district 地区
19 though だけれども 19 depart 出発する
20 unless ～でなければ 20 err 間違う
21 学期 semester 21 bankrupt 破産した
22 acquire ～を得る 22 acquire ～を得る
23 えり collar 23 narrowly 辛うじて
24 endure ～を我慢する 24 lecture 講義する
25 親切にもてなすこと hospitality 25 nevertheless それにもかかわらず
26 respective それぞれの 26 be equivalent to ～と同等で
27 separate ～を離す 27 separate ～を離す
28 be suspicious of ～を疑って 28 impose ～を課す
29 受付係 receptionist 29 be suspicious of ～を疑って
30 地区 district 30 anxious ～を心配して
31 anxious ～を心配して 31 lie 寝る
32 derive ～を引き出す 32 ministry 省
33 破産した bankrupt 33 victim 犠牲者
34 separate ～を離す 34 persist ～をあくまでも主張する
35 be beneficial to ～に有益な 35 account 説明する
36 自伝 autobiography 36 minus ～を引いた
37 傾く decline 37 relevant 関連した
38 遺産 heritage 38 receptionist 受付係
39 appear 現れること 39 depot 停車場
40 concept 概念 40 certain ～を確信して
41 to some extent ある程度まで 41 autobiography 自伝
42 酸素 oxygen 42 corporate 法人の
43 当てにする depend 43 hospitality 親切にもてなすこと
44 講義する lecture 44 depend 当てにする
45 章 chapter 45 though だけれども
46 put a brake on ～を抑圧する 46 be beneficial to ～に有益な
47 compensate 償う 47 put a brake on ～を抑圧する
48 conflict 矛盾する 48 decline 傾く
49 product 生産品 49 semester 学期
50 litter ～を散らかす 50 estate 所有者
51 停車場 depot 51 separate ～を離す
52 corporate 法人の 52 broker 仲介人
53 get out of 出る 53 oxygen 酸素
54 説明する account 54 pastime 気晴らし
55 pray 祈る 55 eventually 結局
56 犠牲者 victim 56 with a view to ～する目的で
57 lie 寝る 57 respective それぞれの
58 気晴らし pastime 58 to some extent ある程度まで
59 with a view to doing ～する目的で 59 convertible 変えられる
60 仲介人 broker 60 outline 概略
61 アリバイ alibi 61 litter ～を散らかす
62 結局 eventually 62 unless ～でなければ
63 出発する depart 63 product 生産品
64 利益 behalf 64 rejection 拒否

曲順問題 ランダム問題



英検２級／HOT LIMIT 

1 科学技術の technological 1 productivity 生産力

2 distinguish ～を区別する 2 relation 関係

3 原因 source 3 exception 例外

4 関係 relation 4 proposal 提案

5 advertising 広告 5 degree 程度

6 犯罪 crime 6 currency 通貨

7 提案 proposal 7 struggle 奮闘する

8 psychologist 心理学者 8 advertising 広告

9 ぜんそく asthma 9 taste 味覚

10 行動 conduct 10 security 防衛

11 才能 aptitude 11 technological 科学技術の

12 程度 degree 12 span 期間

13 option 選択権 13 lodge 泊まる

14 young star 若者 14 stun ～を呆然とさせる

15 responsibility 責任 15 unlikely ありそうもない

16 例外 exception 16 element 要素

17 期間 span 17 purity 純潔

18 生産力 productivity 18 greed 貪欲

19 純潔 purity 19 formation 形成

20 量 deal 20 relationship 関係

21 調和 harmony 21 authoritarian 独裁主義の

22 要素 element 22 young star 若者

23 技巧 technique 23 alternative 二者択一の

24 lodge 泊まる 24 occasionally 時々

25 bulge ふくれる 25 not to mention ～は言うまでもなく

26 continue 続く 26 prelude 前奏

27 roast ～を焼く 27 conduct 行動

28 うめく groan 28 be promoted to ～に昇進して

29 常食 diet 29 atmosphere 雰囲気

30 防衛 security 30 psychologist 心理学者

31 見方 viewpoint 31 viewpoint 見方

32 味覚 taste 32 distinguish ～を区別する

33 関係 relationship 33 asthma ぜんそく

34 雰囲気 atmosphere 34 roast ～を焼く

35 図表 chart 35 harmony 調和

36 通貨 currency 36 otherwise そうでなければ

37 not to mention ～は言うまでもなく 37 leather 皮

38 be promoted to ～に昇進して 38 groan うめく

39 occasionally 時々 39 horror 恐怖

40 otherwise そうでなければ 40 chart 図表

41 interfere 邪魔をする 41 responsibility 責任

42 struggle 奮闘する 42 interfere 邪魔をする

43 stun ～を呆然とさせる 43 flood ～を氾濫させる

44 flood ～を氾濫させる 44 bulge ふくれる

45 前奏 prelude 45 source 原因

46 利益 behalf 46 option 選択権

47 絶壁 cliff 47 diet 常食

48 貪欲 greed 48 debate 討論

49 討論 debate 49 technique 技巧

50 恐怖 horror 50 deal 量

51 決心 decision 51 behalf 利益

52 形成 formation 52 jog ～をちょっと押す

53 jog ～をちょっと押す 53 freezing 凍るように寒い

54 皮 leather 54 continue 続く

55 freezing 凍るように寒い 55 aptitude 才能

56 unlikely ありそうもない 56 crime 犯罪

57 独裁主義の authoritarian 57 decision 決心

58 二者択一の alternative 58 cliff 絶壁

曲順問題 ランダム問題



英検２級／juice

1 caution ～に警告する 1 bankruptcy 破産

2 estimate ～を見積もる 2 complain 不平を言う

3 absorb ～を吸収する 3 demand ～を要求する

4 guarantee ～を保証する 4 architecture 建築

5 deliver 配達する 5 overcome ～に打ち勝つ

6 有利な点 advantage 6 preface 序文

7 序文 preface 7 validity 正当性

8 思考 thought 8 compare ～を比較する

9 statement 陳述 9 formation 形成

10 expert 専門家 10 objection 反対

11 洗浄剤 lotion 11 innovation 導入

12 破産 bankruptcy 12 disappoint ～を失望させる

13 形成 formation 13 confidence 自信

14 絶滅 extinction 14 academy 専門学校

15 自信 confidence 15 thought 思考

16 配布 distribution 16 extinction 絶滅

17 disappoint ～を失望させる 17 practical 実践的な

18 maintain ～を維持する 18 argument 論争

19 apologize 謝る 19 exhibition 展覧会

20 complain 不平を言う 20 caution ～に警告する

21 demand ～を要求する 21 exclusive 排他的な

22 compare ～を比較する 22 absorb ～を吸収する

23 実践的な practical 23 apologize 謝る

24 排他的な exclusive 24 distribution 配布

25 有益な beneficial 25 childhood 子どもの頃

26 overcome ～に打ち勝つ 26 advantage 有利な点

27 innovation 導入 27 statement 陳述

28 子どもの頃 childhood 28 deliver 配達する

29 anticipate ～を予期する 29 expert 専門家

30 気晴らし recreation 30 recreation 気晴らし

31 architect 建築家 31 beneficial 有益な

32 exhibition 展覧会 32 masterpiece 傑作

33 objection 反対 33 guarantee ～を保証する

34 validity 正当性 34 tuition 授業料

35 architecture 建築 35 lotion 洗浄剤

36 tuition 授業料 36 maintain ～を維持する

37 専門学校 academy 37 architect 建築家

38 masterpiece 傑作 38 anticipate ～を予期する

39 argument 論争 39 estimate ～を見積もる

曲順問題 ランダム問題



英検２級／love me,I love you

1 a great deal of ～ たくさんの～ 1 in comparison with～ ～と仲良くしてね

2 緊急の urgent 2 hold the line 電話を切らずに待つ

3 in comparison with～ ～と仲良くしてね 3 be equivalent to～ ～と同等で

4 裸の bare 4 set up～ ～を設立する

5 be out of touch with～ ～と接触しなくなって 5 on second thought 思い直して

6 ほとんど～ない scarcely 6 stale 新鮮味がない

7 hold the line 電話を切らずに待つ 7 scarcely ほとんど～ない

8 resolve ～を決意する 8 be out of touch with～ ～と接触しなくなって

9 engage ～を従事させる 9 be different from～ ～とは異なる

10 keep A out of B AをBに近づかせない 10 bare 裸の

11 It is no use doing ～しても無駄である 11 supply ～を供給する

12 便利な handy 12 engage ～を従事させる

13 inform A of B AにBを知らせる 13 back away from～ ～から離れる

14 当然～を受けるべきで be deserving of～ 14 a great deal of ～ たくさんの～

15 身の程を知る know one's place 15 It is no use doing ～しても無駄である

16 account for～ ～の理由を説明する 16 inform A of B AにBを知らせる

17 set up～ ～を設立する 17 know one's place 身の程を知る

18 思い直して on second thought 18 frustrate ～をくじく

19 stale 新鮮味がない 19 resolve ～を決意する

20 make a fool of～ ～を笑いものにする 20 account for～ ～の理由を説明する

21 supply ～を供給する 21 operate on ～ ～の手術をする

22 frustrate ～をくじく 22 urgent 緊急の

23 bury ～を埋葬する 23 handy 便利な

24 be patient with～ ～に我慢強い 24 be deserving of～ 当然～を受けるべきで

25 operate on ～ ～の手術をする 25 be patient with～ ～に我慢強い

26 back away from～ ～から離れる 26 make a fool of～ ～を笑いものにする

27 be different from～ ～とは異なる 27 keep A out of B AをBに近づかせない

28 be equivalent to～ ～と同等で 28 bury ～を埋葬する

曲順問題 ランダム問題



英検２級／LOVE SONG

1 turn to～ ～に助けを求める 1 bother ～を悩ます

2 rock the boat 波風を立てる 2 work out うまくいく

3 to be effect that～ …という趣旨で 3 stay away from～ ～から遠ざかる

4 turn away 顔をそむける 4 cure ～を治療する

5 つじつまが合う fall into place 5 devote ～を捧げる

6 keep off～ ～に行かない 6 vary ～を変える

7 包み pack 7 alter ～を変える

8 be up to～ ～次第で 8 deal with～ ～を扱う

9 困って be in hot water 9 pack 包み

10 deal with～ ～を扱う 10 die down 弱まる

11 come to do ～するようになる 11 turn away 顔をそむける

12 弱まる die down 12 to be effect that～ …という趣旨で

13 close up～ ～を打ち切る 13 be up to～ ～次第で

14 なおさら～ much more ～ 14 much more ～ なおさら～

15 気取る put on airs 15 rock the boat 波風を立てる

16 無駄に終わる come to nothing 16 check ～を照合する

17 amount to ～統計で～に達する 17 harden ～を堅くする

18 stay away from～ ～から遠ざかる 18 cultivate ～を耕す

19 はじめから form scratch 19 defeat ～を負かす

20 直進する go straight 20 avenue 大通り

21 run out of～ ～がなくなる 21 increase 増加する

22 vary ～を変える 22 keep off～ ～に行かない

23 revolve 回転する 23 turn to～ ～に助けを求める

24 force ～に～することを強いる 24 revolve 回転する

25 defeat ～を負かす 25 be in hot water 困って

26 promote ～を促進する 26 fall into place つじつまが合う

27 cure ～を治療する 27 come to nothing 無駄に終わる

28 devote ～を捧げる 28 cautious 用心深い

29 cultivate ～を耕す 29 put on airs 気取る

30 long for～ ～を熱望する 30 long for～ ～を熱望する

31 cut out～ ～を切り抜く 31 promote ～を促進する

32 うまくいく work out 32 run out of～ ～がなくなる

33 大通り avenue 33 force ～に～することを強いる

34 adapt ～を適合させる 34 cut out～ ～を切り抜く

35 correct ～を訂正する 35 amount to ～統計で～に達する

36 bother ～を悩ます 36 go straight 直進する

37 alter ～を変える 37 close up～ ～を打ち切る

38 harden ～を堅くする 38 correct ～を訂正する

39 increase 増加する 39 come to do ～するようになる

40 check ～を照合する 40 form scratch はじめから

41 fold ～を折りたたむ 41 fold ～を折りたたむ

42 cautious 用心深い 42 adapt ～を適合させる

曲順問題 ランダム問題



英検２級／Song for U.S.A.

1 let alone ～は言うまでもなく 1 subtract A from B BからAを引く

2 be firm with～ ～に断固と した態度で 2 bot air でまかせ

3 use up～ ～を使い果たす 3 talk about～ ～について話す

4 思いやりのない inconsiderate 4 upside down さかさまに

5 derive from～ ～から出ている 5 be firm with～ ～に断固と した態度で

6 走り続ける run on 6 hold one's breath 息を殺す

7 in terms of～ ～の点から 7 take over～ ～を引き継ぐ

8 bot air でまかせ 8 seek out～ ～を探し求める

9 upside down さかさまに 9 no more A than B AでないのはBでないのと同じだ

10
shoulder to shoulder

with
～とたがいに協力して 10 accomplish ～を達成する

11 結果 consequence 11 over and above～ ～に加えて

12 fall through 失敗する 12 adjust ～を適合させる

13 no more A than B AでないのはBでないのと同じだ 13 pray 祈る

14 talk about～ ～について話す 14 blame ～を非難する

15 hold one's breath 息を殺す 15 movable 動かせる

16 take over～ ～を引き継ぐ 16 consequence 結果

17 over and above～ ～に加えて 17 positive 積極的な

18 beside the point 見当はずれで 18 fall through 失敗する

19 adjust ～を適合させる 19 in terms of～ ～の点から

20 regret ～を後悔する 20 be in good shape 調子がいい

21 積極的な positive 21 convincing 説得力のある

22 seek out～ ～を探し求める 22 beyond one's power ～の力が及ばないほど

23 be in good shape 調子がいい 23 use up～ ～を使い果たす

24 祈る pray 24 recognize ～を見分ける

25 recognize ～を見分ける 25 let alone ～は言うまでもなく

26 accomplish ～を達成する 26 beside the point 見当はずれで

27 subtract A from B BからAを引く 27 in addition to～ ～に加えて

28 blame ～を非難する 28 derive from～ ～から出ている

29 in addition to～ ～に加えて 29 be indispensable for～ ～にとって欠くことのできない

30 beyond one's power ～の力が及ばないほど 30 run on 走り続ける

31 動かせる movable 31 regret ～を後悔する

32 説得力のある convincing 32 shoulder to shoulder with ～とたがいに協力して

33 be indispensable for～ ～にとって欠くことのできない 33 inconsiderate 思いやりのない

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ultra soul

1 古代の ancient 1 endless 果てしのない

2 標準の normal 2 full-time 常勤の

3 急な steep 3 scratch ～をひっかく

4 気高い cheap 4 shallow 浅い

5 correspondent 一致する 5 newborn 生まれたばかりの

6 常勤の full-time 6 unknown 知られていない

7 浅い shallow 7 emotional 感情的な

8 みすぼらしい magnificent 8 start up～ ～を始動させる

9 異常な extraordinary 9 appearance 現れること

10 利用できる available 10 correspondent 一致する

11 簡潔な brief 11 extraordinary 異常な

12 追加の additional 12 determine ～を決心する

13 才能のある talented 13 distribute ～を分配する

14 普通の ordinary 14 talented 才能のある

15 田舎の rural 15 burst 破裂する

16 速い swift 16 be aware of～ ～に気づいて

17 重大な serious 17 overall 全部の

18 生まれたばかりの newborn 18 leave 去る

19 教養がある sophisticated 19 additional 追加の

20 start up～ ～を始動させる 20 serious 重大な

21 be aware of～ ～に気づいて 21 affect ～に影響する

22 read between the lines 行間を読む 22 split ～を割る

23 全部の overall 23 swift 速い

24 果てしのない endless 24 rural 田舎の

25 知られていない unknown 25 available 利用できる

26 感情的な emotional 26 brief 簡潔な

27 affect ～に影響する 27 cheap 気高い

28 burden ～に重荷を負わせる 28 ancient 古代の

29 determine ～を決心する 29 sophisticated 教養がある

30 破裂する burst 30 burden ～に重荷を負わせる

31 rent ～を借りる 31 ordinary 普通の

32 distribute ～を分配する 32 normal 標準の

33 split ～を割る 33 magnificent みすぼらしい

34 scratch ～をひっかく 34 rent ～を借りる

35 現れること appearance 35 read between the lines 行間を読む

36 leave 去る 36 steep 急な

曲順問題 ランダム問題



英検２級／YAH YAH YAH 

1 the image of～ ～の生き写し 1 turn on～ ～をつける

2 go around 流行する 2 by far はるかに

3 now and then ときどき 3 die hard なかなか消えない

4 fill out～ ～に書き込む 4 in effect 事実上

5 make a nuisance of oneself 他人の迷惑になる 5 sit on the fence 形勢を見つめる

6 病気にかかる come down with 6 in order 順を追って

7 safe and sound 無事で 7 on one's own 独力で

8 巡ってくる come around 8 think out～ ～を考え出す

9 絶滅する die out 9 make out～ ～を見分ける

10 turn on～ ～をつける 10 come around 巡ってくる

11 put up～ ～を泊める 11 come down with～ 病気にかかる

12 run over～ ～を引く 12 severe 厳しい

13 look down on～ ～を軽蔑する 13 safe and sound 無事で

14 nothing but～ ただ～だけ 14 go around 流行する

15 今後ずっと from now on 15 count on～ ～を当てにする

16 count on～ ～を当てにする 16 turn around 好転する

17 make a point of doing 必ず～することにしてる 17 bring up～ ～を育てる

18 際限がない know no bounds 18 die out 絶滅する

19 in effect 事実上 19 put off～ ～を延期する

20 話し続ける keep on 20 in turn 順番に

21 なかなか消えない die hard 21 deal 量

22 形勢を見つめる sit on the fence 22 now and then ときどき

23 原則として in principle 23 strict 厳しい

24 no doubt 確かに 24 from now on 今後ずっと

25 はるかに by far 25  under fire 非難を受けて

26 be on～ ～のおごりで 26 take to～ ～を好きになる

27 reach to～ ～まで広がる 27 make a nuisance of oneself 他人の迷惑になる

28 bring up～ ～を育てる 28 fill out～ ～に書き込む

29 独力で on one's own 29 run down～ ～をひく

30 think out～ ～を考え出す 30 put up～ ～を泊める

31 順番に in turn 31 no doubt 確かに

32 好転する turn around 32 look down on～ ～を軽蔑する

33 put off～ ～を延期する 33 the image of～ ～の生き写し

34 起こる take place 34 nothing but～ ただ～だけ

35 run down～ ～をひく 35 take place 起こる

36 非難を受けて  under fire 36 be on～ ～のおごりで

37 take to～ ～を好きになる 37 make a point of doing 必ず～することにしてる

38 go out 外出する 38 reach to～ ～まで広がる

39 順を追って in order 39 in principle 原則として

40 make out～ ～を見分ける 40 keep on 話し続ける

41 厳しい strict 41 go out 外出する

42 厳しい severe 42 run over～ ～を引く

43 量 deal 43 know no bounds 際限がない

曲順問題 ランダム問題



英検２級／あなただけ見つめてる

1 創始者 founder 1 go into A in detail Aを調べる

2 耐久性 durability 2 out of one's reach ～の手の届かないところに

3 所有権 ownership 3 disagreement 不一致

4 世論調査 poll 4 turn A upside down Aをさかさまにする

5 区別 distinction 5 be determined to do ～しようと決意すｰる

6 大多数 majority 6 distinction 区別

7 平均 average 7 flavor 風味

8 出版 publication 8 scold A for B Bのことで Aをしかる

9 flavor 風味 9 see to in that～ ～するように取り計らう

10 turn A upside down Aをさかさまにする 10 publication 出版

11 get along with～ ～とうまくやっていく 11 present A with B BをAに贈る

12 revise ～を修正する 12 compact 密な

13 troop 群れを成して行く 13 average 平均

14 revolution 革命 14 fit A into B AをBに差し込む

15 present A with B BをAに贈る 15 transform A into B AをBに変える

16 AをBに変える transform A into B 16 majority 大多数

17 Aに～してほしいと頼む request A to do 17 founder 創始者

18 密な compact 18 revise ～を修正する

19 be determined to do ～しようと決意すｰる 19 come to terms with～ ～を受け容れる

20 go into A in detail Aを調べる 20 turn A inside out Aを裏返しにする

21 AにBを供給する provide A with B 21 poll 世論調査

22 on behalf of～ ～に代わって 22 flood A with B AをBであふれさせる

23 go in～ ～に入る 23 completion 完成

24 Aを裏返しにする turn A inside out 24 provide A with B AにBを供給する

25 survey ～を見渡す 25 request A to do Aに～してほしいと頼む

26 come to terms with～ ～を受け容れる 26 evolution 進化

27 flood A with B AをBであふれさせる 27 on behalf of～ ～に代わって

28 AをBに差し込む fit A into B 28 ownership 所有権

29 完成 completion 29 get along with～ ～とうまくやっていく

30 out of one's reach ～の手の届かないところに 30 turn A into B AをBに変える

31 AをBに変える turn A into B 31 troop 群れを成して行く

32 進化 evolution 32 survey ～を見渡す

33 scold A for B Bのことで Aをしかる 33 go in～ ～に入る

34 see to in that～ ～するように取り計らう 34 durability 耐久性

35 disagreement 不一致 35 revolution 革命

曲順問題 ランダム問題



英検２級／アポロ

1 侵略 aggression 1 inform ～を通知する

2 comfort ～を慰める 2 book ～の予約をする

3 自信 confidence 3 expel ～を追いだす

4 電気 electricity 4 enthusiastic 熱狂的な

5 prescription 処方箋 5 sacred 神聖な

6 liquor 強い酒 6 intellectual 知的な

7 会議 council 7 pave ～を舗装する

8 book ～の予約をする 8 electricity 電気

9 operate 作用する 9 arrange ～を整える

10 すり pickpocket 10 concentrate ～を集中する

11 imitate ～を真似る 11 latest 最新の

12 scold ～をしかる 12 scold ～をしかる

13 concentrate ～を集中する 13 describe ～を述べる

14 指導者たち leadership 14 poisonous 有毒な

15 generous 気前のよい 15 deserve ～に値する

16 talkative おしゃべりな 16 temporary 一過性の

17 高慢な boastful 17 gender 性

18 insecure 自信がない 18 extend ～を広げる

19 fluent 流暢な 19 comfort ～を慰める

20 成熟した mature 20 leadership 指導者たち

21 熱狂的な enthusiastic 21 awkward 下手な

22 潜在的な potential 22 operate 作用する

23 当然受けるべきで deserving 23 talkative おしゃべりな

24 生まれたばかりの newborn 24 competition 競争

25 sacred 神聖な 25 lever てこ

26 競争 competition 26 mature 成熟した

27 automobile 自動車 27 council 会議

28 忍耐 endurance 28 oblige ～を義務付ける

29 reliability 信頼性 29 significant 重要な

30 oblige ～を義務付ける 30 potential 潜在的な

31 launch ～を進水させる 31 fluent 流暢な

32 動機づけ motivation 32 motivation 動機づけ

33 顔ぶれ line-up 33 approach ～に近づく

34 最新の latest 34 deserving 当然受けるべきで

35 arrange ～を整える 35 detail 細部

36 trip ～につまづく 36 imitate ～を真似る

37 性 gender 37 aggression 侵略

38 artificial 人工の 38 automobile 自動車

39 有毒な poisonous 39 endurance 忍耐

40 きちんとした neat 40 artificial 人工の

41 下手な awkward 41 disagree 一致しない

42 重要な significant 42 insecure 自信がない

43 知的な intellectual 43 generous 気前のよい

44 一過性の temporary 44 trip ～につまづく

45 てこ lever 45 reliability 信頼性

46 describe ～を述べる 46 boastful 高慢な

47 inform ～を通知する 47 line-up 顔ぶれ

48 extend ～を広げる 48 neat きちんとした

49 disagree 一致しない 49 liquor 強い酒

50 approach ～に近づく 50 prescription 処方箋

51 deserve ～に値する 51 launch ～を進水させる

52 pave ～を舗装する 52 newborn 生まれたばかりの

53 細部 detail 53 confidence 自信

54 expel ～を追いだす 54 pickpocket すり

曲順問題 ランダム問題



英検２級／いちばん近くにいてね

1 matter 事柄 1 run A down Aをこきおろす

2 寄付 donation 2 utilize ～を利用する

3 stain しみ 3 take out～ ～を取り出す

4 要約 summary 4 swell ふくらむ

5 乳首 nipple 5 sleep over 外泊する

6 gravity 重力 6 apply for～ ～を申し込む

7 feature 特徴 7 once in a while ときどき

8 route 道 8 save the day 危機を救う

9 distinct 別個の 9 distinct 別個の

10 refer to～ ～に言及する 10 pull on～ ～を着る

11 flexible 柔軟な 11 refer to～ ～に言及する

12 go by 過ぎる 12 nipple 乳首

13 run A down Aをこきおろす 13 pay off うまくいく

14 consist 成る 14 go with～ ～に似合う

15 swell ふくらむ 15 stain しみ

16 危機を救う save the day 16 all at once 突然

17 check out 代金を支払う 17 matter 事柄

18 cut down on～ ～を削減する 18 on purpose わざと

19 突然 all at once 19 gravity 重力

20 come about 起こる 20 go by 過ぎる

21 実際の in real life 21 break down 壊れる

22 on purpose わざと 22 in real life 実際の

23 put out～ ～を消す 23 because of～ ～によって

24 stand by～ ～に援助する 24 get in touch with～ ～と連絡を取る

25 get in touch with～ ～と連絡を取る 25 noble 安い

26 主要な principal 26 indicate ～を示す

27 特定の particular 27 principal 主要な

28 lend one's ear to～ ～に耳を貸す 28 There is no doing ～することはできない

29 be positive of～ ～と確信して 29 lend one's ear to～ ～に耳を貸す

30 move on to ～ ～に移る 30 flexible 柔軟な

31 utilize ～を利用する 31 summary 要約

32 because of～ ～によって 32 go bad 腐る

33 ときどき once in a while 33 go off 鳴り出す

34 うまくいく pay off 34 take up～ ～を始める

35 noble 安い 35 hold up ～を遅らせる

36 figure out～ ～を理解する 36 figure out～ ～を理解する

37 take up～ ～を始める 37 route 道

38 hold up ～を遅らせる 38 donation 寄付

39 take out～ ～を取り出す 39 with out fail 必ず

40 indicate ～を示す 40 come about 起こる

41 apply for～ ～を申し込む 41 put out～ ～を消す

42 There is no doing ～することはできない 42 particular 特定の

43 壊れる break down 43 move on to ～ ～に移る

44 go with～ ～に似合う 44 stand by～ ～に援助する

45 外泊する sleep over 45 feature 特徴

46 必ず with out fail 46 cut down on～ ～を削減する

47 go bad 腐る 47 check out 代金を支払う

48 go off 鳴り出す 48 consist 成る

49 pass up～ ～を見逃す 49 be positive of～ ～と確信して

50 pull on～ ～を着る 50 pass up～ ～を見逃す

曲順問題 ランダム問題



英検２級／いつまでも変わらぬ愛を

1 recommend ～を推薦する 1 tidy up～ ～を片づける

2 insure ～に保険をかける 2 pull over 車を脇に寄せる

3 expand ～を拡大する 3 in case of ～ もし～の場合には

4 organize ～を組織する 4
take A into
consideration

Aを考慮に入れる

5 coordinate ～を調整する 5 expand ～を拡大する

6 ask for the moon 無理なことを求める 6 go through～ ～を経験する

7 charge for～ ～を請求する 7 convert A into B AをBに変える

8 もし～の場合には in case of ～ 8 first things first 重要なことから順番に

9 learn to do ～するようになる 9 take away～ ～を持ち去る

10 take away～ ～を持ち去る 10
be no laughing
matter

笑い事ではない

11 see the light 世に出る 11 learn to do ～するようになる

12 tidy away～ ～を片づける 12 charge for～ ～を請求する

13 tidy up～ ～を片づける 13 tidy away～ ～を片づける

14 go through～ ～を経験する 14
think nothing of
doing

～するのを何とも思
わない

15 pull over 車を脇に寄せる 15 ask for the moon
無理なことを求め
る

16
be no laughing
matter

笑い事ではない 16 watch out for～ ～に注意を払う

17 重要なことから順番に first things first 17 recommend ～を推薦する

18
take A into
consideration

Aを考慮に入れる 18 pay well もうかる

19
think nothing of
doing

～するのを何とも
思わない

19 see the light 世に出る

20 convert A into B AをBに変える 20 organize ～を組織する

21 replace A with B AをBと取り替える 21 replace A with B AをBと取り替える

22 watch out for～ ～に注意を払う 22 insure ～に保険をかける

23 run short of～ ～を切らす 23 coordinate ～を調整する

24 pay well もうかる 24 run short of～ ～を切らす

曲順問題 ランダム問題



英検２級／イノセントワールド

1 pretend ふりをする 1 conservative 保守的な

2 Aに一筆書く drop A a line 2 lay aside A Aをわきに置く

3 take A's breath away Aをとても驚かす 3 acknowledge ～を認める

4 according to～ ～によると 4 in short 手短に言えば

5 in so far as～ ～する限りでは 5 get to～ ～に到着する

6 手短に言えば in short 6 drop A a line Aに一筆書く

7 AをBに移す transfer A to B 7 grain 穀物

8 時代遅れで be out of date 8 in so far as～ ～する限りでは

9 serve as～ ～として役立つ 9 suit ～に似合う

10 take after～ ～に似ている 10 species 種

11 穀物 grain 11 transfer A to B AをBに移す

12 出版社 publisher 12 thanks to～ ～のおかげで

13 反応 reaction 13 remove ～を除く

14 acknowledge ～を認める 14 get away with ～をまんまとうまくやる

15 suit ～に似合う 15 equip A with B AにBを装備する

16 時間をつぶす kill time 16 pretend ふりをする

17 種 species 17 sleep like a log ぐっすり眠る

18 owing to～ ～のために 18 wear on ゆっくり経過する

19 全く役に立たない do no good 19 hire ～を雇う

20 get lost 道に迷う 20 irrigation 灌がい

21 実物 in person 21 take after～ ～に似ている

22 get to～ ～に到着する 22 turn out to be～ ～だとわかる

23 be cautious of～ ～に用心深い 23 owing to～ ～のために

24 lose sight of～ ～を見失う 24 severe 厳しい

25 thanks to～ ～のおかげで 25 kill time 時間をつぶす

26 手短に言えば in short 26 serve as～ ～として役立つ

27 put A into practice Aを実行する 27 contrary to～ ～に反して

28 get away with ～をまんまとうまくやる 28 refrain from doing ～するのを慎む

29 make believe that～ ～であるふりをする 29 in short 手短に言えば

30 sleep like a log ぐっすり眠る 30 take A's breath away Aをとても驚かす

31 refrain from doing ～するのを慎む 31 salary 給料

32 Aをわきに置く lay aside A 32 dense 密集した

33 turn out to be～ ～だとわかる 33 get lost 道に迷う

34 dense 密集した 34 put A into operation Aを実施する

35 equip A with B AにBを装備する 35 be opposite from ～ ～と正反対で

36 put A into operation Aを実施する 36 put A into practice Aを実行する

37 contrary to～ ～に反して 37 make believe that～ ～であるふりをする

38 tight ぴったりした 38 lose sight of～ ～を見失う

39 保守的な conservative 39 do no good 全く役に立たない

40 厳しい severe 40 according to～ ～によると

41 be opposite from ～ ～と正反対で 41 reaction 反応

42 ゆっくり経過する wear on 42 in person 実物

43 irrigation 灌がい 43 be out of date 時代遅れで

44 give ground to～ ～に屈する 44 give ground to～ ～に屈する

45 hire ～を雇う 45 publisher 出版社

46 remove ～を除く 46 tight ぴったりした

47 給料 salary 47 be cautious of～ ～に用心深い

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ガッツだぜ

1 発生する break out 1 be capable of～ ～できる

2 申し込む sign up 2 keep A in mind Aを心に留める

3 間に合う make it 3 be willing to do 快く～する

4 be willing to do 快く～する 4 by turns 代わる代わる

5 もはや～でない no longer ～ 5 lock out～ ～を締め出す

6 引き返す turn back 6 major in～ ～を専攻する

7 州 province 7 come to 意識を取り戻す

8 逃走中で be at large 8 on account of～ ～の理由で

9 面目を保つ save face 9 to the full 最大限に

10 意味をなす make sense 10 Please be seated どうぞご着席ください

11 進行中で be under way 11 come over はるばるやって来る

12 手に手を取って hand in hand 12 on one's knees ひざまずいて

13 Aを心に留める keep A in mind 13 ring a bell ピンとくる

14 ～できる be capable of ～ 14 no longer ～ もはや～でない

15 何度も time and again 15 sleep on it よく考える

16 並んで side by side 16 trap わな

17 一列に並ぶ line up GO! 17 make sense 意味をなす

18 順序を間違えて out of turn 18 once and for all 一度限り

19 信じられないくらいに beyond belief 19 line up 一列に並ぶ

20 何も知らないで in the dark 20 turn back 引き返す

21 ひざまずいて on one's knees 21 edge 縁

22 よく考える sleep on it 22 in the dark 何も知らないで

23 請求のあり次第 on demand 23 time and again 何度も

24 長い間 for ages 24 worth 価値

25 ピンとくる ring a bell 25 first and last 概して

26 立ち寄る stop by 26 make it 間に合う

27 概して first and last 27 make off 急いで去る

28 偶然に accidentally 28 accidentally 偶然に

29 寝入る fall asleep 29 by word of mouth 口頭で

30 一度限り once and for all 30 hand in hand 手に手を取って

31 意識を取り戻す come to 31 province 州

32 はるばるやって来る come over 32 out of turn 順序を間違えて

33 急いで去る make off 33 hut 小屋

34 どうぞご着席ください Please be seated 34 beyond belief 信じられないくらいに

35 to the full 最大限に 35 fall asleep 寝入る

36 by turns 代わる代わる 36 sign up 申し込む

37 lock out～ ～を締め出す 37 be under way 進行中

38 on account of～ ～の理由で 38 see the light 世に出る

39 地位 post 39 on demand 請求のあり次第

40 major in～ ～を専攻する 40 post 地位

41 小屋 hut 41 for ages 長い間

42 口頭で by word of mouth 42 be at large 逃走中

43 縁 edge 43 break out 発生する

44 わな trap 44 side by side 並んで

45 価値 worth 45 save face 面目を保つ

46 世に出る see the light 46 stop by 立ち寄る

曲順問題 ランダム問題



英検２級／チョット

1 あせる fade 1 worsen 悪化する

2 share ～を分かち合う 2 stir ～をかき回す

3 hesitate ためらう 3 perform ～を行う

4 perform ～を行う 4 care ～を気にかける

5 interrupt ～を中断する 5 uphold ～を支持する

6 export ～を輸出する 6 partial 部分的な

7 preserve ～を保存する 7 share ～を分かち合う

8 uphold ～を支持する 8 summarize ～を要約する

9 stir ～をかき回す 9 collapse 崩壊する

10 ひどく悪い awful 10 metropolitan 大都市の

11 きちんとした tidy 11 hesitate ためらう

12 metropolitan 大都市の 12 permanent 永久的な

13 堅い firm 13 modesty 謙遜

14 care ～を気にかける 14 barrier 障害

15 worsen 悪化する 15 prove to be～ ～だと明らかになる

16 collapse 崩壊する 16 firm 堅い

17 prove to be～ ～だと明らかになる 17 practicable 実行できる

18 永久的な permanent 18 awful ひどく悪い

19 創造的な creative 19 interrupt ～を中断する

20 部分的な partial 20 landmark 場所を示す目印

21 本物の genuine 21 genuine 本物の

22 湿り気のある moist 22 disadvantage 不利

23 不利 disadvantage 23 mandate 権限

24 practicable 実行できる 24 substitute ～を代わりに用いる

25 場所を示す目印 landmark 25 opportunity 機会

26 権限 mandate 26 creative 創造的な

27 入場許可 admission 27 fade あせる

28 summarize ～を要約する 28 accordingly それに応じて

29 substitute ～を代わりに用いる 29 apparently 見たところでは

30 障害 barrier 30 admission 入場許可

31 機会 opportunity 31 seldom めったに～ない

32 accordingly それに応じて 32 moist 湿り気のある

33 見たところでは apparently 33 accelerate ～の速度を速める

34 謙遜 modesty 34 preserve ～を保存する

35 めったに～ない seldom 35 tidy きちんとした

36 accelerate ～の速度を速める 36 export ～を輸出する

曲順問題 ランダム問題



英検２級／はじまりはいつも雨

1 展示 display 1 practice ～を練習する

2 順序 order 2 applicant 志願者

3 予算 budget 3 nearly ほとんど

4 意図 intention 4 reality 現実

5 主人 landlord 5 executive 重役

6 glue 接着剤 6 commercial 商業の

7 reality 現実 7 let ～させる

8 志願者 applicant 8 tension 緊張

9 association 連想 9 threaten ～を脅かす

10 本土 mainland 10 conference 会議

11 昇降口 hatch 11 invest ～を投資する

12 let ～させる 12 repel ～を追い払う

13 取引 dealing 13 dealing 取引

14 会議 conference 14 ridiculous ばかげた

15 緊張 tension 15 provided もし～とすれば

16 retain ～を保持する 16 marine 海の

17 repel ～を追い払う 17 order 順序

18 differ 異なる 18 require ～を必要とする

19 海の marine 19 temperature 気温

20 irregular 不規則な 20 intention 意図

21 manage ～を経営する 21 concerning ～に関して

22 invest ～を投資する 22 compromise 妥協

23 practice ～を練習する 23 attract ～を引く

24 attract ～を引く 24 glue 接着剤

25 reproduce ～を再生する 25 gaze 見つめる

26 気温 temperature 26 association 連想

27 require ～を必要とする 27 landlord 主人

28 妥協 compromise 28 display 展示

29 threaten ～を脅かす 29 medieval 中世の

30 gaze 見つめる 30 able ～できる

31 able ～できる 31 irregular 不規則な

32 商業の commercial 32 retain ～を保持する

33 中世の medieval 33 reproduce ～を再生する

34 明白な apparent 34 hatch 昇降口

35 ばかげた ridiculous 35 minority 少数

36 ほとんど nearly 36 mainland 本土

37 usually たいてい 37 differ 異なる

38 provided もし～とすれば 38 budget 予算

39 concerning ～に関して 39 manage ～を経営する

40 少数 minority 40 apparent 明白な

41 重役 executive 41 usually たいてい

曲順問題 ランダム問題



英検２級／バンザイ ～好きでよかった～ 

1 complete ～を完成する 1 The chances are that ～たぶん～だろう

2 be devoted to～ ～に専念して 2 end up doing 結局～する

3 set out to do ～しようとする 3 make up～ ～を作り上げる

4 take advantage of～ ～を再利用する 4 clear the air 疑いを晴らす

5 in spite of～ ～にもかかわらず 5 it's high time that～ とっくに～する時間で

6 in the face of ～に直面して 6 be involved in～ ～に熱中している

7 make up one's face 化粧する 7 be known to～ ～によって知られて

8 in honor of～ ～に敬意を表して 8 be up to date 最新で

9 cooperate with ～ ～と協力する 9 set out to do ～しようとする

10 go about doing ～し始める 10 pass out～ ～を配る

11 be up to date 最新で 11 make up one's face 化粧する

12 by special delivery 速達で 12 scratch one's head 途方に暮れる

13 make up～ ～を作り上げる 13 in the face of ～に直面して

14 get in～ ～の中に入る 14 dump ～を投げ捨てる

15 drop in at～ ～に立ち寄る 15 in spite of～ ～にもかかわらず

16 idle away～ 無駄に時間を過ごす 16 as a result 結果として

17 dump ～を投げ捨てる 17 count A out Aを除外する

18 remain ～のままでいる 18 strictly 厳しく

19 loan 借金 19 bring about～ ～を引き起こす

20 be in demand 需要がある 20 show off～ ～を見せびらかす

21 to say nothing of～ ～は言うまでもなく 21 get in～ ～の中に入る

22 疑いを晴らす clear the air 22 in honor of～ ～に敬意を表して

23 as a result 結果として 23 catch sight of～ ～を見つける

24 be short of～ ～が不足して 24 loanは 借金

25 be known to～ ～によって知られて 25 idle away～ 無駄に時間を過ごす

26 bring about～ ～を引き起こす 26 remain ～のままでいる

27 pass out～ ～を配る 27 be devoted to～ ～に専念して

28 catch sight of～ ～を見つける 28 in cold blood 冷酷に

29 to this day 今日まで 29 be in demand 需要がある

30 厳しく strictly 30 to say nothing of～ ～は言うまでもなく

31 count A out Aを除外する 31 drop in at～ ～に立ち寄る

32 The chances are that ～たぶん～だろう 32 sooner or later 遅かれ早かれ

33 it's high time that～ とっくに～する時間で 33 by special delivery 速達で

34 冷酷に in cold blood 34 go about doing ～し始める

35 be involved in～ ～に熱中している 35 take on～ ～を引き受ける

36 in a row 連続して 36 cooperate with ～ ～と協力する

37 途方に暮れる scratch one's head 37 in a row 連続して

38 take on～ ～を引き受ける 38 be too good to be true 何かあやしい

39 即座に on the spot 39 take advantage of～ ～を再利用する

40 show off～ ～を見せびらかす 40 be short of～ ～が不足して

41 遅かれ早かれ sooner or later 41 complete ～を完成する

42 end up doing 結局～する 42 to this day 今日まで

43 be too good to be true 何かあやしい 43 on the spot 即座に

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ひとり咲き

1 pay the price for～ ～の代金を支払う 1 A such as B  BのようなA

2 manage to do 何とか～する 2 in the light of～ ～を考慮して

3 keep an eye on～ ～に気を付ける 3 from time to time ときどき

4 take A up Aを乗せる 4 draw the line at～ ～をやらない

5 A such as B  BのようなA 5 journal 雑誌

6 in the light of～ ～を考慮して 6 under one's nose ～の目と鼻の先で

7 on top of the world 有頂天になって 7 furthermore さらに

8 他の人も同じで
be in good
company

8 be better still なおいっそう良い

9 話し中です The line is busy. 9 at the sight of～ ～を見て

10 draw the line at～ ～をやらない 10 keep an eye on～ ～に気を付ける

11 さらに furthermore 11
There's nothing
like～

～に及ぶものはない

12 いつも always 12 have the nerve to do ～する勇気がある

13 雑誌 journal 13 always いつも

14 have the nerve to do ～する勇気がある 14 needless to say 言うまでもなく

15 be better still なおいっそう良い 15 term 期間

16 at the sight of～ ～を見て 16 manage to do 何とか～する

17
see eye to eye
with～

～と意見が合う 17 be occupied with～ ～に専念している

18 be occupied with～ ～に専念している 18
be correspondent
with～

～と対応して

19
be correspondent with

～
～と対応して 19 take A up Aを乗せる

20 Aに手を貸す give A a hand 20 bond きずな

21 ときどき from time to time 21 on top of the world 有頂天になって

22 言うまでもなく needless to say 22 The line is busy. 話し中です

23 きずな bond 23 be in good company 他の人も同じで

24
There's nothing
like～

～に及ぶものはない 24 pay the price for～ ～の代金を支払う

25 under one's nose ～の目と鼻の先で 25 give A a hand Aに手を貸す

26 期間 term 26 see eye to eye with～ ～と意見が合う

曲順問題 ランダム問題



英検２級／モーニングムーン

1 反省 reflection 1 do A a favor Aの願いを聞く

2 for hear that～ ～を恐れて 2 version ～版

3 keep A out Aを中に入れない 3 reflection 反省

4 deprive A of B AからBを奪う 4 path 小道

5 give way to～ ～に譲歩する 5 in the long run 長い目で見れば

6 be due to～ ～による 6 devote A to B AをBに捧げる

7 好意 favor 7 keep one's head 心を落ち着ける

8 意見の違いを棚上げする bury one's difference 8 warrior 戦士

9 戦士 warrior 9 go out business 倒産する

10
make an allowance
for～

～を考慮に入れる 10 shed light on～ ～を説明する

11 version ～版 11 set about doing ～し始める

12 devote A to B AをBに捧げる 12
make an
allowance for～

～を考慮に入れる

13 for a rainy day 万一に備えて 13 for a rainy day 万一に備えて

14 in the long run 長い目で見れば 14 keep A out Aを中に入れない

15 go along with～ ～に同意する 15 in other words 言い換えれば

16 in other words 言い換えれば 16 deprive A of B AからBを奪う

17 go out business 倒産する 17 favor 好意

18 shed light on～ ～を説明する 18 catch a glimpse of ～をちらっと見る

19
catch a glimpse
of

～をちらっと見る 19 go along with～ ～に同意する

20 小道 path 20 devote oneself to～ ～に専念する

21 set about doing ～し始める 21 leather 皮

22 心を落ち着ける keep one's head 22 give way to～ ～に譲歩する

23 devote oneself to～ ～に専念する 23 for hear that～ ～を恐れて

24 do A a favor Aの願いを聞く 24 be due to～ ～による

25 皮 leather 25 bury one's difference
意見の違いを棚上げす

る

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ラブ・ストーリーは突然に

1 take A's word for it Aの言うことを信じる 1 accuse A of B AをBということで非難する

2 have every reason to do ～するだけの理由がある 2 set out 出発する

3 set out 出発する 3 substantial 相当な

4 hear from～ ～から便りがある 4 be indifferent to～ ～に無関心な

5 keep up with～ ～に遅れないでついていく 5 as a token of～ ～の証拠に

6 AをBということで非難する accuse A of B 6 subject to～ ～を条件として

7 本腰を入れた get down to business 7 There is no need to do ～する必要はない

8 考え直す have second thoughts 8 with the intention of doing ～するつもりで

9 as a token of～ ～の証拠に 9 make the most of～ ～を最大限に活用する

10 慎重に発言する weigh one's words 10 penniless 一文無しの

11 other things being equal 他の条件が同じならば 11 inexpensive 安い

12 BのことでAをとがめる blame A for B 12 scratch a living どうにかして暮らす

13 be indifferent to～ ～に無関心な 13 hear from～ ～から便りがある

14 confuse ～を混同する 14 get down to business 本腰を入れた

15 明らかな obvious 15 valid 妥当な

16 地方の regional 16 keep up with～ ～に遅れないでついていく

17 do everything in one's power できる限りのことをする 17 beyond comparison 比べものにならないほど

18 scratch a living どうにかして暮らす 18 regional 地方の

19 with the intention of doing ～するつもりで 19 as time goes by 時間がたつにつれて

20 妥当な valid 20 have second thoughts 考え直す

21 安い inexpensive 21 have every reason to do ～するだけの理由がある

22 一文無しの penniless 22 confuse ～を混同する

23 beyond comparison 比べものにならないほど 23 think twice about doing ～するのをよく考える

24 全体の entire 24 do everything in one's power できる限りのことをする

25 過度の excessive 25 weigh one's words 慎重に発言する

26 make the most of～ ～を最大限に活用する 26 other things being equal 他の条件が同じならば

27 There is no need to do ～する必要はない 27 near 近い

28 think twice about doing ～するのをよく考える 28 obvious 明らかな

29 近い near 29 take A's word for it Aの言うことを信じる

30 make the best of～ ～をうまく乗り切る 30 blame A for B BのことでAをとがめる

31 subject to～ ～を条件として 31 excessive 過度の

32 相当な substantial 32 entire 全体の

33 as time goes by 時間がたつにつれて 33 make the best of～ ～をうまく乗り切る

曲順問題 ランダム問題



英検２級／夏が来る

1 enable ～に～できるようにする 1 subtract ～を引く

2 boutique 婦人服専用店 2 quite ～をやめる

3 本能 instinct 3 courtesy 礼儀正しさ

4 項目 item 4 suspicious 疑い深い

5 市場調査 marketing 5 inhabitant 住人

6 保険 insurance 6 inevitable 避けられない

7 dispose ～を～したい気持ちにさせる 7 equivalent 同等の

8 避けられない inevitable 8 diagram 図

9 athlete スポーツ選手 9 essential 絶対必要な

10 記事 article 10 technical 技術的な

11 貯金 saving 11 elegant 優雅な

12 courtesy 礼儀正しさ 12 athlete スポーツ選手

13 おいしい飲み物 nectar 13 evaluate ～を評価する

14 instruct 命令する 14 marketing 市場調査

15 dedicate ～を捧げる 15 saving 貯金

16 quite ～をやめる 16 curly 巻き毛の

17 explore ～を探検する 17 inherit ～を相続する

18 relate ～を関係させる 18 hesitate ためらう

19 evaluate ～を評価する 19 trait 特性

20 行儀が悪い misbehave 20 investigate ～を調査する

21 論文 thesis 21 row 列

22 筋肉 muscle 22 economical 経済的な

23 所有 possession 23 economic 経済の

24 列 row 24 shake down A Aから金をゆする

25 不動産業者 developer 25 lie 寝る

26 住人 inhabitant 26 effective 効果的な

27 特性 trait 27 nectar おいしい飲み物

28 干ばつ drought 28 overlook ～を見下ろす

29 lie 寝る 29 insurance 保険

30 shake down A Aから金をゆする 30 incredible 信じられない

31 人目を引く noticeable 31 noticeable 人目を引く

32 essential 絶対必要な 32 article 記事

33 不合理な absurd 33 fierce どう猛な

34 incredible 信じられない 34 misbehave 行儀が悪い

35 経済の economic 35 drought 干ばつ

36 conclude ～と結論を下す 36 employee 従業員

37 従業員 employee 37 muscle 筋肉

38 diagram 図 38 dedicate ～を捧げる

39 overlook ～を見下ろす 39 suffer ～を受ける

40 expel ～を追いだす 40 conclude ～と結論を下す

41 hesitate ためらう 41 developer 不動産業者

42 spare ～を割く 42 expel ～を追いだす

43 admire ～を賞賛する 43 boutique 婦人服専用店

44 inherit ～を相続する 44 instinct 本能

45 investigate ～を調査する 45 absurd 不合理な

46 suffer ～を受ける 46 marine 海の

47 subtract ～を引く 47 spare ～を割く

48 どう猛な fierce 48 enable ～に～できるようにする

49 優雅な elegant 49 dispose ～を～したい気持ちにさせる

50 marine 海の 50 item 項目

51 巻き毛の curly 51 relate ～を関係させる

52 同等の equivalent 52 admire ～を賞賛する

53 経済的な economical 53 thesis 論文

54 技術的な technical 54 possession 所有

55 効果的な effective 55 explore ～を探検する

56 疑い深い suspicious 56 instruct 命令する

曲順問題 ランダム問題



英検２級／今宵の月のように

1 thermometer 温度計 1 dislike ～を嫌う

2 product 産物 2 capable 能力がある

3 supply ～を供給する 3 supply ～を供給する

4 対話 dialogue 4 design ～を設計する

5 小事件 incident 5 examine ～を調べる

6 decade 10年間 6 reserve ～を取っておく

7 examine ～を調べる 7 appear 出現する

8 reserve ～を取っておく 8 adopt ～を採用する

9 growth 成長 9 landscape 風景

10 風景 landscape 10 bless ～を祝福する

11 canyon 峡谷 11 effort 努力

12  finance 財政 12 wisdom 知恵

13 非常時 emergency 13 reply 返事をする

14 combine ～を結びつける 14 canyon 峡谷

15 fame 名声 15 dawn 夜明け

16 土台 foundation 16 paste ～を糊付けする

17 夜明け dawn 17 incident 小事件

18 wound ～を傷つける 18 product 産物

19 知恵 wisdom 19 wound ～を傷つける

20 意図 intention 20 permanent 永久的な

21 adopt ～を採用する 21 fame 名声

22 repeat ～を繰り返す 22 operate ～を操作する

23 paste ～を糊付けする 23 marry ～と結婚する

24 appear 出現する 24 equal 等しい

25 fight 戦う 25 elect ～を選出する

26 永久的な permanent 26 despair 絶望する

27 等しい equal 27 fight 戦う

28 likely ～しそうな 28 load 積み荷

29 人間の human 29 combine ～を結びつける

30 operate ～を操作する 30 decade 10年間

31 effort 努力 31 growth 成長

32 load 積み荷 32 command ～を命令する

33 horn 角 33 intention 意図

34 crime 犯罪 34 repeat ～を繰り返す

35 capable 能力がある 35 dialogue 対話

36 another もう一つの 36 foundation 土台

37 attack ～を攻撃する 37 emergency 非常時

38 elect ～を選出する 38 crime 犯罪

39 command ～を命令する 39 finance 財政

40 design ～を設計する 40 thermometer 温度計

41 bless ～を祝福する 41 horn 角

42 despair 絶望する 42 attack ～を攻撃する

43 dislike ～を嫌う 43 another もう一つの

44 reply 返事をする 44 likely ～しそうな

45 marry ～と結婚する 45 human 人間の

曲順問題 ランダム問題



英検２級／今夜月の見える丘に

1 承認 approval 1 battery 電池
2 申し込み application 2 ratio 比率
3 無関心 indifference 3 nerve 神経
4 骨組み frame 4 credit 信用
5 particle 微粒子 5 content 内容
6 好奇心 curiosity 6 steel 鋼鉄
7 精神科医 psychiatrist 7 inference 推測すること

8 研究者 researcher 8 state 状態
9 遺産 legacy 9 psychiatrist 精神科医

10 種族 tribe 10 hive 蜜蜂の巣
11 信用 credit 11 fee 料金
12 内容 content 12 departure 出発
13 運賃 fare 13 department 部門
14 長さ length 14 approval 承認
15 奨学金 scholarship 15 tide 潮
16 頂上 summit 16 emphasis 強調
17 疲労 fatigue 17 perspective 観点

18 hive 蜜蜂の巣 18 tendency 傾向
19 都市化 urbanization 19 legacy 遺産
20 departure 出発 20 bill 請求書
21 潮 tide 21 summit 頂上
22 ambition 野心 22 basis 基礎
23 比較 comparison 23 length 長さ
24 傾向 tendency 24 popularity 人気
25 神経 nerve 25 fare 運賃
26 状態 state 26 comparison 比較
27 人気 popularity 27 refusal 拒否

28 料金 fee 28 urbanization 都市化
29 電池 battery 29 bulletin 広報
30 鋼鉄 steel 30 disaster 天災
31 推測すること inference 31 hardship 苦難
32 苦難 hardship 32 frame 骨組み
33 観点 perspective 33 execution 処刑
34 先見の明 foresight 34 fatigue 疲労
35 強調 emphasis 35 character 性格
36 血管 vein 36 vein 血管
37 天災 disaster 37 particle 微粒子

38 請求書 bill 38 tribe 種族
39 比率 ratio 39 application 申し込み
40 拒否 refusal 40 researcher 研究者
41 広報 bulletin 41 competitor 競争者
42 処刑 execution 42 ambition 野心
43 文字盤 dial 43 indifference 無関心
44 基礎 basis 44 foresight 先見の明
45 性格 character 45 scholarship 奨学金
46 部門 department 46 dial 文字盤
47 競争者 competitor 47 curiosity 好奇心

曲順問題 ランダム問題



英検２級／太陽と埃の中で

1 carry on with～ ～を続ける 1 give birth to～ ～を生み出す

2 give birth to～ ～を生み出す 2 carry on as usual いつも通りふるまう

3 wash one's hands of～ ～との関係を断つ 3 look up to～ ～を尊敬する

4 be as clear as day きわめて明白な 4 fall back on～ ～を頼る

5 water A down Aを水で薄める 5 with open arms 心から

6 on short notice 急に 6 precisely 正確に

7 run into～ ～に偶然出会う 7 water A down Aを水で薄める

8 by reason of ～という理由で 8 in general 一般的に

9 look up to～ ～を尊敬する 9 look out for～ ～に用心する

10 in general 一般的に 10 by reason of ～という理由で

11 悪化する change for the worse 11 in advance 前もって

12 犯罪の criminal 12 do without～ ～なしですます

13 expose A to B AをBにさらす 13 result in～ 結局～に終わる

14 out of control 抑制しきれなくて 14 in return for～ ～のお返しに

15 in view of～ ～の見えるところで 15 take sides with～ ～の味方をする

16 connect ～をつなげる 16 carry on with～ ～を続ける

17 go out with～ ～とデートをする 17 put up with ～を我慢する

18 fall back on～ ～を頼る 18 take charge of～ ～を預かる

19 take sides with～ ～の味方をする 19 be equal to～ ～にたえられる

20 take charge of～ ～を預かる 20 bring out～ ～を発表する

21 with open arms 心から 21 mostly たいてい

22 carry on as usual いつも通りふるまう 22 take effect 実施される

23 bring out～ ～を発表する 23 be as clear as day きわめて明白な

24 look out for～ ～に用心する 24 in charge of～ ～を担当して

25 take effect 実施される 25 go out with～ ～とデートをする

26 set foot on～ ～に上陸する 26 criminal 犯罪の

27 get over～ ～を克服する 27 wash one's hands of～ ～との関係を断つ

28 on a charge of～ ～の罪で 28 connect ～をつなげる

29 as follows 次のとおり 29 as follows 次のとおり

30 be equal to～ ～にたえられる 30 set foot on～ ～に上陸する

31 turn down～ ～を拒絶する 31 in view of～ ～の見えるところで

32 in advance 前もって 32 on short notice 急に

33 do without～ ～なしですます 33 out of control 抑制しきれなくて

34 give up doing ～するのをやめる 34 turn down～ ～を拒絶する

35 result in～ 結局～に終わる 35 in accordance with～ ～に従って

36 in return for～ ～のお返しに 36 get over～ ～を克服する

37 in charge of～ ～を担当して 37 expose A to B AをBにさらす

38 put up with ～を我慢する 38 give up doing ～するのをやめる

39 in accordance with～ ～に従って 39 run into～ ～に偶然出会う

40 正確に precisely 40 on a charge of～ ～の罪で

41 respecting ～に関して 41 change for the worse 悪化する

42 mostly たいてい 42 respecting ～に関して

曲順問題 ランダム問題



英検２級／太陽のKomachi Angel 

1 攻撃的な aggressive 1 be in touch with～ ～と接触して
2 攻撃的な offensive 2 countable 数えられる
3 湿気のある humid 3 genial 親切な
4 不自然な unnatural 4 try on A Aを試着する
5 空の vacant 5 within reach of～ ～のすぐ近くに
6 ごく近い close 6 unnatural 不自然な
7 親切な genial 7 in the name of～ ～の名において
8 包括的な comprehensive 8 adolescent 青年期の
9 どちらの either 9 transpose ～を置き換える

10 破壊的な destructive 10 with respect to～ ～の点では
11 悲観的な pessimistic 11 destructive 破壊的な
12 議論の余地のある controversial 12 take notice of～ ～に注目する
13 青年期の adolescent 13 vacant 空の
14 数えられる countable 14 drown ～を溺れ死にさせる
15 本能的な instinctive 15 remind ～を思い出させる
16 take notice of～ ～に注目する 16 make little of ～を軽視する
17 as a token of～ ～の証拠に 17 instinctive 本能的な
18 数えられる countable 18 sue ～を告訴する
19 本能的な instinctive 19 pessimistic 悲観的な
20 be in touch with～ ～と接触して 20 criticize ～を非難する
21 もう一つの another 21 as a token of～ ～の証拠に
22 keep at～ 根気よく～を続ける 22 glimpse ～をちらりと見る
23 twist ～をねじる 23 aggressive 攻撃的な
24 Aを試着する try on A 24 humid 湿気のある
25 with respect to～ ～の点では 25 persuade ～を説得する
26 within reach of～ ～のすぐ近くに 26 controversial 議論の余地のある
27 in the name of～ ～の名において 27 keep at～ 根気よく～を続ける
28 glimpse ～をちらりと見る 28 offend ～の感情を害する
29 ensure ～を確実にする 29 countable 数えられる
30 improve ～を改良する 30 tolerate ～を我慢する
31 remind ～を思い出させる 31 lap ～を包む
32 drown ～を溺れ死にさせる 32 ensure ～を確実にする
33 transpose ～を置き換える 33 comprehensive 包括的な
34 locate ～の位置を見つける 34 close ごく近い
35 記憶 memory 35 offensive 攻撃的な
36 小売り retail 36 twist ～をねじる
37 astonish ～をびっくりさせる 37 manufacture  ～を製造する
38 prohibit ～を禁止する 38 attribute ～のせいにする
39 attribute ～のせいにする 39 astonish ～をびっくりさせる
40 lap ～を包む 40 overwhelm ～を圧倒する
41 章 chapter 41 either どちらの
42 criticize ～を非難する 42 memory 記憶
43 overwhelm ～を圧倒する 43 factor 要因
44 persuade ～を説得する 44 retail 小売り
45 sue ～を告訴する 45 purpose 目的地
46 目的地 purpose 46 instinctive 本能的な
47 offend ～の感情を害する 47 chapter 章
48 tolerate ～を我慢する 48 improve ～を改良する
49 stuff ～に詰め物をする 49 succeed to ～の後を継ぐ
50 要因 factor 50 dismiss ～を捨てる
51 dismiss ～を捨てる 51 locate ～の位置を見つける
52 manufacture ～を製造する 52 another もう一つの
53 succeed to ～の後を継ぐ 53 stuff ～に詰め物をする
54 take back ～を撤回する 54 take back ～を撤回する
55 make little of ～を軽視する 55 prohibit ～を禁止する

曲順問題 ランダム問題



英検２級／粉雪

1 活力 vitality 1 experience 経験

2 放射 radiation 2 humility 謙遜

3 副題 subtitle 3 evidence 証拠

4 transform ～を変える 4 loaf パンの一塊

5 weapon 武器 5 candidate 候補者

6 半球 hemisphere 6 reveal ～を明らかにする

7 憤慨 resentment 7 radiation 放射

8 彫刻 sculpture 8 resume ～を再び始める

9 インフレ inflation 9 ingredient 成分

10 成分 ingredient 10 flounder もがく

11 謙遜 humility 11 cost ～がかかる

12 実験 experiment 12 quality 質

13 candidate 候補者 13 vitality 活力

14 学期 semester 14 attitude 態度

15 依頼人 client 15 unbelievable 驚くべき

16 才能 capability 16 welfare 福祉

17 財政の financial 17 weapon 武器

18 flounder もがく 18 ask A to do Aに～するように頼む

19 驚くべき unbelievable 19 let A down Aを失望させる

20 態度 attitude 20 obstacle 障害

21 失業 unemployment 21 financial 財政の

22 agreement 協定 22 possess ～を所有する

23 風景 landscape 23 hemisphere 半球

24 証拠 evidence 24 soak ～を浸す

25 創始者 initiator 25 unemployment 失業

26 見方 aspect 26 transform ～を変える

27 商業 commerce 27 resentment 憤慨

28 loaf パンの一塊 28 decrease 減少する

29 ask A to do Aに～するように頼む 29 client 依頼人

30 cost ～がかかる 30 inflation インフレ

31 類似 similarity 31 aspect 見方

32 障害 obstacle 32 priority 優先順位

33 decrease 減少する 33 capability 才能

34 quality 質 34 semester 学期

35 let A down Aを失望させる 35 generate ～を産む

36 soak ～を浸す 36 agreement 協定

37 establish ～を確立する 37 sculpture 彫刻

38 generate ～を産む 38 commerce 商業

39 resume ～を再び始める 39 establish ～を確立する

40 成長 growth 40 similarity 類似

41 reveal ～を明らかにする 41 subtitle 副題

42 possess ～を所有する 42 growth 成長

43 priority 優先順位 43 landscape 風景

44 蒸気 vapor 44 experiment 実験

45 経験 experience 45 vapor 蒸気

46 福祉 welfare 46 initiator 創始者

曲順問題 ランダム問題



英検２級／僕が僕であるために

1 選択 selection 1 deprive ～を奪う

2 法人 corporation 2 predict ～を予言する

3 sneeze くしゃみをする 3 refrain 差し控える

4 原理 principle 4 neither どちらの～も…ない

5 agree 賛成する 5 recall ～を思い出す

6 rely 頼りにする 6 grip ～をしっかりつかむ

7 eliminate ～を除去する 7 reluctant 気が進まない

8 shrink 縮む 8 acclaim ～を歓迎する

9 recall ～を思い出す 9 agree 賛成する

10 predict ～を予言する 10 shrink 縮む

11 register ～を登録する 11 appeal ～を懇願する

12 create ～を想像する 12 largely 主として

13 perceive ～に気づく 13 mercy 慈悲

14 lay ～を置く 14 perceive ～に気づく

15 Aを返済する pay A back 15 provide ～を供給する

16 delay ～を延期する 16 pay A back Aを返済する

17 extract ～を抽出する 17 federal 連邦政府の

18 manufacture ～を製造する 18 eliminate ～を除去する

19 dissolve ～を溶かす 19 suspicious 疑い深い

20 neither どちらの～も…ない 20 create ～を想像する

21 動かすことのできる workable 21 manufacture ～を製造する

22 慈悲 mercy 22 portion ～を分ける

23 主として largely 23 workable 動かすことのできる

24 hardly ほとんど～ない 24 lay ～を置く

25 正確に exactly 25 delay ～を延期する

26 習慣的な habitual 26 principle 原理

27 suspicious 疑い深い 27 never 決して～ない

28 団結した united 28 extract ～を抽出する

29 広々とした spacious 29 consistent 首尾一貫した

30 acclaim ～を歓迎する 30 register ～を登録する

31 appeal ～を懇願する 31 unnatural 不自然な

32 気が進まない reluctant 32 sneeze くしゃみをする

33 首尾一貫した consistent 33 allergic アレルギーの

34 never 決して～ない 34 dissolve ～を溶かす

35 アレルギーの allergic 35 united 団結した

36 不自然な unnatural 36 exactly 正確に

37 deprive ～を奪う 37 rotate 循環する

38 provide ～を供給する 38 hardly ほとんど～ない

39 mention ～に言及する 39 selection 選択

40 循環する rotate 40 corporation 法人

41 federal 連邦政府の 41 spacious 広々とした

42 grip ～をしっかりつかむ 42 rely 頼りにする

43 refrain 差し控える 43 mention ～に言及する

44 analyze ～を分析する 44 analyze ～を分析する

45 portion ～を分ける 45 habitual 習慣的な

曲順問題 ランダム問題



英検２級／万里の河

1 come up with～ ～を思いつく 1
be as sound as a
bell

とても健康で

2 seek ～を探す 2 regain ～を取り戻す

3 put aside～ ～を蓄える 3 from cover to cover 初めから終わりまで

4 regain ～を取り戻す 4 seek ～を探す

5
on the tip of one's
tongue

ぎりぎり思い出せなくて 5 wage 賃金

6
keep one's fingers
crossed

幸運を祈る 6 be out of the question 問題にならない

7 初めから終わりまで from cover to cover 7 relieve ～を和らげる

8 be out of the question 問題にならない 8 put aside～ ～を蓄える

9 yield to～ ～に負ける 9
speak the same
language

同じ意見を言う

10 get in one's way ～の邪魔をする 10
be soaked to the
skin

びしょ濡れにな
る

11 賃金 wage 11 yield to～ ～に負ける

12
be in the habit of
doing

～する習慣がある 12
be in the habit of
doing

～する習慣がある

13
have a habit of
doing

～する習慣がある 13 come up with～ ～を思いつく

14 approve of～ ～に賛成する 14 approve of～ ～に賛成する

15 sell out to～ ～に寝返る 15
on the tip of one's
tongue

ぎりぎり思い出せなくて

16 speak the same language 同じ意見を言う 16 get out of touch with～ ～と連絡を絶つ

17 be soaked to the skin びしょ濡れになる 17 have a habit of doing
～する習慣があ
る

18 relieve ～を和らげる 18 achieve ～を成し遂げる

19 get out of touch with～ ～と連絡を絶つ 19 get in one's way ～の邪魔をする

20 be as sound as a bell とても健康で 20 keep one's fingers crossed 幸運を祈る

21 achieve ～を成し遂げる 21 sell out to～ ～に寝返る

曲順問題 ランダム問題



英検２級／木綿のハンカチーフ

1 独特の distinctive 1 regular 規則正しい

2 あいまいな ambiguous 2 ambiguous あいまいな

3 封建の feudal 3 acute 鋭い

4 安全な secure 4 feudal 封建の

5 個々の individual 5 involve ～を含む

6 無駄な futile 6 gain ～を手に入れる

7 contribute to～ ～に寄与する 7 frustrated 挫折した

8 electronic 電子の 8 secure 安全な

9 be supposed to do ～することになっている 9 out of the way 邪魔にならないところに

10 特有の characteristic 10 memorable 記念すべき

11 最新の up-to-date 11 futile 無駄な

12 be at a loss for～ ～で途方に暮れて 12 damage ～に損害を与える

13 regular 規則正しい 13 electronic 電子の

14 鋭い acute 14 relative 親類

15 混乱させる confusing 15 make up for～ ～を埋め合わせる

16 集中的な intensive 16 undertake ～を引き受ける

17 記念すべき memorable 17 customer 顧客

18 非公式の informal 18 informal 非公式の

19 挫折した frustrated 19 freshman 新入生

20 予期される prospective 20 adopt ～を採用する

21 make up for～ ～を埋め合わせる 21 inconvenience 不便

22 undertake ～を引き受ける 22 characteristic 特有の

23 keep track of～ ～の動向を知らせる 23 intensive 集中的な

24 邪魔にならないところに out of the way 24 be supposed to do ～することになっている

25 customer 顧客 25 individual 個々の

26 新入生 freshman 26 distinctive 独特の

27 株 stock 27 violence 暴力

28 暴力 violence 28 confusing 混乱させる

29 仲間 colleague 29 prospective 予期される

30 酸素 oxygen 30 colleague 仲間

31 不便 inconvenience 31 be at a loss for～ ～で途方に暮れて

32 親類 relative 32 oxygen 酸素

33 damage ～に損害を与える 33 contribute to～ ～に寄与する

34 adopt ～を採用する 34 up-to-date 最新の

35 involve ～を含む 35 stock 株

36 gain ～を手に入れる 36 keep track of～ ～の動向を知らせる

曲順問題 ランダム問題



英検２級／恋心

1 pile ～を積み重ねる 1 overflow あふれ出る

2 cause ～の原因となる 2 encourage ～を勇気づける

3 assume ～と信じる 3 replace ～を取り替える

4 gain ～を手に入れる 4 reduce ～を減らす

5 encourage ～を勇気づける 5 fund 資金

6 資金 fund 6 tear ～を引き裂く

7 spread ～を広げる 7 spread ～を広げる

8 include ～を含む 8 counselor 顧問

9 pollute ～を汚す 9 divorce ～と離婚する

10 release ～を解放する 10 exaggerate ～を誇張する

11 あふれ出る overflow 11 surround ～を囲む

12 disturb ～の邪魔をする 12 cause ～の原因となる

13 breathe 呼吸する 13 match ～と調和する

14 tear ～を引き裂く 14 assume ～と信じる

15 warn ～に警告する 15 disturb ～の邪魔をする

16 reduce ～を減らす 16 pollute ～を汚す

17 found ～を創設する 17 benefit ～のためになる

18 exaggerate ～を誇張する 18 reconsider ～を再考する

19 overlap ～を部分的に重ねる 19 warn ～に警告する

20 surround ～を囲む 20 pile ～を積み重ねる

21 顧問 counselor 21 release ～を解放する

22 divorce ～と離婚する 22 include ～を含む

23 regulate ～を規制する 23 overlap ～を部分的に重ねる

24 benefit ～のためになる 24 revive 生き返る

25 revive 生き返る 25 gain ～を手に入れる

26 succeed 成功する 26 survive 生き残る

27 value ～を大切にする 27 explode 爆発する

28 replace ～を取り替える 28 marry ～と結婚する

29 survive 生き残る 29 breathe 呼吸する

30 reconsider ～を再考する 30 value ～を大切にする

31 match ～と調和する 31 regulate ～を規制する

32 explode 爆発する 32 found ～を創設する

33 marry ～と結婚する 33 succeed 成功する

曲順問題 ランダム問題



英検２級／恋人はワイン色

1 早合点する jump to conclusions 1 shake one's head 首を横に振る

2 正確に accurately 2 be none of A's business Aとは関係ない

3 take one's side ～の味方をする 3 jump to conclusions 早合点する

4 in that～ ～という点で 4 go ahead 先に進む

5 at the expense of～ ～を犠牲にして 5 take A in Aを住まわせる

6 大きなお世話だ mind your own business 6 be too much for～ ～の手には負えない

7 実際には in practice 7 wear out すり減る

8 lack for～ ～に不自由する 8 take one's side ～の味方をする

9 be too much for～ ～の手には負えない 9 live up to～ ～に応える

10 shrug one's shoulder 肩をすくめる 10 accuse ～を非難する

11 live up to～ ～に応える 11 lead the way 先に立って道案内をする

12 stand for～ ～の意味を表す 12 mind your own business 大きなお世話だ

13 lay out～ ～を広げる 13 come back to life 息を吹き返す

14 go ahead 先に進む 14 at the expense of～ ～を犠牲にして

15 wear out すり減る 15 shrug one's shoulder 肩をすくめる

16 be none of A's business Aとは関係ない 16 lead to～ ～をもたらす

17 先に立って道案内をする lead the way 17 for once 今度だけ

18 in search of～ ～を探して 18 give rise to～ ～を生じる

19 上がる go up 19 in search of～ ～を探して

20 shake one's head 首を横に振る 20 lay out～ ～を広げる

21 accuse ～を非難する 21 in that～ ～という点で

22 come back to life 息を吹き返す 22 much less ～まして～でない

23 give rise to～ ～を生じる 23 in practice 実際には

24 much less ～まして～でない 24 stand for～ ～の意味を表す

25 出てくる come out 25 come out 出てくる

26 今度だけ for once 26 accurately 正確に

27 lead to～ ～をもたらす 27 lack for～ ～に不自由する

28 take A in Aを住まわせる 28 go up 上がる

曲順問題 ランダム問題



英検２級／BAD COMMUNICATION

1 nothing less than ～にほかならない 1 closely 綿密に（密接に）
2 leisure 自由な時間（余暇） 2 generally speaking 一般的に   言えば
3 merely 単に（ただの） 3 take one's place ～の代理を務める
4 publicity 宣伝（知れ渡ること） 4 expose ～をさらす（～を暴露する）
5 take one's place ～の代理を務める 5 complex 複雑な（複合の）
6 if I were you… 俺が君なら、、、 6 complicated 複雑な（ややこしい）
7 migrate 移住する（”鳥・魚が”渡る） 7 altitude 高度（海抜）
8 bureau （官庁の）事務局（局） 8 phrase 句（成句）
9 simply 簡単に（単に） 9 exceed ～を超える（～に勝る）

10 take pains to do ～しようと苦心する 10 jar つぼ（瓶）
11 wheelchair 車いす 11 confess ～を告白する
12 Why don't you～? ～してはどうですか？ 12 background 経歴（背景）
13 Would you like to join us? 私たちと一緒にどうですか？ 13 merely 単に（ただの）
14 open one's heart 本心を明かす 14 leisure 自由な時間（余暇）
15 no less A than B Ｂと同様にＡで（Ｂに劣らずＢで） 15 construct ～を建設する（～を組み立てる）

16 It's been a long time!  久しぶりだね 16 no less A than B Ｂと同様にＡで（Ｂに劣らずＢ
17 Long time no see. お久しぶりです 17 nutrition 栄養（栄養物）
18 insist 言い張る 18 bureau （官庁の）事務局（局）
19 resign 退任（辞める　～を断念する） 19 if I were you… 俺が君なら、、、
20 I'm afraid not. どうやら～しないようだ。 20 motion 運動（動作）
21 skeleton  骸骨（骨格、骨組み） 21 take pains to do ～しようと苦心する
22 patch 継ぎ・斑点 22 passive 受動的な
23 rainforest （熱帯）雨林 23 skeleton  骸骨（骨格、骨組み）
24 seal ～に封する（～を密封する） 24 moderate 適度な（程よい）
25 leave ～ in the dark ～をあいまいにしておく 25 fortunate 運の良い
26 nutrition 栄養（栄養物） 26 apply 申し込む（～を適用する）
27 fitness 健康（適合） 27 chore 雑用
28 companion 連れ・仲間 28 companion 連れ・仲間
29 complicated 複雑な（ややこしい） 29 assert ～を主張する（～を断言する）
30 complex 複雑な（複合の） 30 go with ～に似合う
31 construct ～を建設する（～を組み立てる） 31 breed ～を飼育する（～を栽培する）
32 contract ～を契約する 32 migrate 移住する（”鳥・魚が”渡る）
33 confess ～を告白する 33 bet on～ ～に賭ける（～を請け負う）
34 cuisine 料理法（料理） 34 resign 退任（辞める　～を断念する）
35 expose ～をさらす（～を暴露する） 35 fitness 健康（適合）
36 have a look at ～を見る 36 Long time no see. お久しぶりです
37 go with ～に似合う 37 assist ～を手伝う
38 fragile 繊細な（壊れやすい もろい） 38 nothing less than ～にほかならない
39 fortunate 運の良い 39 contract ～を契約する（協定など～を結ぶ）

40 generally speaking 一般的に   言えば 40 insist 言い張る
41 mammal 哺乳動物 41 simply 簡単に（単に）
42 assign 割り当てる（～を配属する） 42 fragile 繊細な（壊れやすい もろい）
43 assist ～を手伝う 43 have a look at ～を見る
44 assert ～を主張する（～を断言する） 44 publicity 宣伝（知れ渡ること）
45 bet on～ ～に賭ける（～を請け負う） 45 open one's heart 本心を明かす
46 breed ～を飼育する（～を栽培する） 46 seal ～に封する（～を密封する）
47 compulsory 義務教育 47 wheelchair 車いす
48 jar つぼ（瓶） 48 gene 遺伝子
49 phrase 句（成句） 49 Why don't you～? ～してはどうですか？
50 place ～を置く 50 compulsory education 義務教育
51 next to ～  ほとんど～ 51 patch 継ぎ・斑点
52 motion 運動（動作） 52 be convinced of ～ ～を確信している
53 apply 申し込む（～を適用する） 53 It's been a long time!  久しぶりだね
54 moderate 適度な（程よい） 54 at a distance 離れたところで
55 passive 受動的な 55 I'm afraid not. どうやら～しないようだ。
56 at a distance 離れたところで 56 Would you like to join us? 私たちと一緒にどうですか？
57 be convinced of ～ ～を確信している 57 next to ～  ほとんど～
58 background 経歴（背景） 58 cuisine 料理法（料理）
59 closely 綿密に（密接に） 59 give A a try Aをやってみる（Ａを試してみる）

60 exceed ～を超える（～に勝る） 60 assign 割り当てる（～を配属する）
61 gene 遺伝子 61 leave ～ in the dark ～をあいまいにしておく
62 give A a try Aをやってみる（Ａを試して 62 mammal 哺乳動物
63 altitude 高度（海抜） 63 place ～を置く
64 chore 雑用 64 rainforest （熱帯）雨林

曲順問題 ランダム問題



英検２級／BLOWIN' 

1 endangered 絶滅の危機にある 1 court case 訴訟

2 court case 訴訟 2
matter of life and
death

生死の大問題

3 conservation （環境の）保護 3 endangered 絶滅の危機にある

4 chore 雑用 4 hang in there 持ちこたえる（頑張る）

5 interpret ～を解釈する(～を通訳する) 5 raise money for～ ～のための寄付金を集める

6 opponent 敵対者 6 constantly いつでも（絶えず）

7 suppress ～を抑圧する 7 eruption 噴火

8 keep time （時計が）正しく動く 8 opponent 敵対者

9 May I take your order? ご注文を伺っていいですか？ 9 sum up ～を要約する（～を合計する）

10 of one’s own accord 自発的に 10 incredibly 信じられないほど

11 at the cost of～ ～を犠牲にして 11 conservation （環境の）保護

12 abstract 抽象的な 12 of one’s own accord 自発的に

13 automatically 自動的に（自動で、 一人で） 13 collide with～ ～と衝突する

14
Can you call her
back later?

後で彼女にかけ直してもら
えますか？

14
have a tendency to
do

～する傾向がある

15 congratulate ～に祝辞を述べる（～を称賛する） 15 for long 長い間

16 eruption 噴火 16 at the cost of～ ～を犠牲にして

17 acquaintance 知人 17 chore 雑用

18
have a tendency to
do

～する傾向がある 18
face the
consequences of～

～の責任を取る

19 for long 長い間 19 automatically 自動的に

20 go ahead with  ～を進める 20 suppress ～を抑圧する

21 hang in there 持ちこたえる（頑張る） 21 household 所帯（家族）

22 household 所帯（家族） 22 keep time （時計が）正しく動く

23
face the
consequences of～

～の責任を取る 23
May I take your
order?

ご注文を伺っていいです

か？

24 sum up ～を要約する（～を合計する） 24 go ahead with  ～を進める

25 raise money for～ ～のための寄付金を集める 25 grind ～を粉にする

26 scent 香り 26 acquaintance 知人

27 incredibly 信じられないほど 27 count ～ out ～を除外する

28
keep things in
proportion

物事を冷静に考える 28
Can you call her
back later?

後で彼女にかけ直して
もらえますか？

29 grind ～を粉にする 29 I appreciate it. 感謝しています。

30 I appreciate it. 感謝しています。 30 be at stake 危うくなっている

31 constantly いつでも（絶えず） 31 scent 香り

32 at all costs どんな犠牲を払っても 32 abstract 抽象的な

33 be at stake 危うくなっている 33 at all costs どんな犠牲を払っても

34 collide with～ ～と衝突する 34 interpret ～を解釈する(～を通訳する)

35 count ～ out ～を除外する 35 congratulate ～に祝辞を述べる

36
matter of life and
death

生死の大問題 36
keep things in
proportion

物事を冷静に考える

曲順問題 ランダム問題



英検２級／LADY NAVIGATION 

1 abuse ～を悪用する（～を虐待する） 1
person of one's

word
約束を守る人

2 amaze ～を驚嘆させる 2 abuse
～を悪用する（～を虐待す
る）

3 all the same にもかかわらず 3 instance 例

4 ban ～を禁止する 4 ban ～を禁止する

5 be charged with～ ～の罪で告発される 5 virus ｳｲﾙｽ

6 be sick of～ ～にうんざりしている 6 edition （刊行物の）版

7 be fed up with～
～に飽き飽きしちゃいま
す

7 amaze ～を驚嘆させる

8 be reluctant to do ～するのを嫌がります 8 debt 借金

9 I'll go get～. ～を取ってきます 9 be assured of～ ～を確信しています

10 old-fashioned 流行遅れの（旧式な） 10 all the same にもかかわらず

11 Not at all. どういたしまして 11 tough 難しい（強い 固い）

12
put out new

products
新製品を生み出す 12 be reluctant to do ～するのを嫌がります

13
I see what you
mean but…

言いたいことは分かり
ますが、、

13
I see what you
mean but…

言いたいことは分かります
が、、

14
have little to do
with

～とはほとんど関係ない 14
have little to do
with

～とはほとんど関係ない

15 I didn't mean it. そんなつもりはなかったんです。 15 to the contrary それと反対の趣旨で（の）

16 instance 例 16 amuse ～を楽しませる

17 mixture 混合物（入り混じったもの 混合） 17 mixture 混合物（入り混じったもの 混合）

18 oppose ～に対抗させる（～に反対する） 18 overturn ～をひっくり返す（～を打倒する)

19 to the contrary それと反対の趣旨で（の） 19 bore ～をうんざりさせる

20 overturn ～をひっくり返す 20 adore  ～が大好きである（～を敬愛する）

21 person of one's word 約束を守る人 21 put out new products 新製品を生み出す

22 be assured of～ ～を確信しています 22 I'll go get～. ～を取ってきます

23 edition （刊行物の）版 23 discipline 鍛錬

24 discipline 鍛錬 24 be charged with～ ～の罪で告発される

25 bore ～をうんざりさせる 25 old-fashioned 流行遅れの（旧式な）

26 bound for ～行きの 26 Not at all. どういたしまして

27 amuse ～を楽しませる 27 be sick of～ ～にうんざりしている

28 adore ～が大好きである 28 bound for ～行きの

29 debt 借金 29 oppose ～に対抗させる（～に反対する）

30 virus ｳｲﾙｽ 30 I didn't mean it. そんなつもりはなかったんです。

31 tough 難しい（強い 固い） 31 be fed up with～ ～に飽き飽きしちゃいます

曲順問題 ランダム問題



英検２級／LOVE AFFAIR～秘密のデート

1 at best せいぜい（いくらよく見ても） 1 burst out doing 突然～し出す

2 affair 事柄（事件　業務） 2 burn out～  燃え尽きる（～を使い果たす）

3 at any rate いずれにしても（とにかく） 3 court 裁判（裁判所、”ﾃﾆｽなどの”ｺｰﾄ）

4 no sooner A than B ＡするとすぐにＢ 4 repeatedly 繰り返して

5 academic 学問の 5 at random  無作法に（手当たり次第）

6 championship 選手権大会 6 be bound to do きっと～する（～する義務がある）

7 Can I speak to～?  ～さんをお願いします 7 jam 混雑（故障）

8 by turns 交替で 8 nonprofit 非営利的な

9 temporarily 一時的に 9 Can I speak to～?  ～さんをお願いします

10 a wide range of 広範囲の～（広範囲にわたる～） 10 mode 様式（方法）

11 burn out～  燃え尽きる（～を使い果たす） 11 at best せいぜい（いくらよく見ても）

12 assure ～を保証する 12 flatter ～にお世辞を言う

13 so to speak いわば 13 temporarily 一時的に

14 take one's time （時間をかけて）ゆっくりやる 14 academic 学問の

15 as a rule 概して（一般に） 15 instance 例

16 as far as～ ～する限り 16 become the heart of ～ ～の中心となる

17 flatter ～にお世辞を言う 17 assure ～を保証する

18 make up 化粧 18 lens appeal to～ ～に訴える

19 unlike ～と違って 19 react 反応する（反発する）

20 willing ～しても構わないと思う 20 so to speak いわば

21 speak ill of ～の悪口を言う 21 be cut out for～ ～に向いてる（～に生まれついている）

22 sign up for （受講など）の届けを出す 22 provided that  ～という条件で

23 react 反応する（反発する） 23 be tempted to do ～したくなる

24 repeatedly 繰り返して 24 at any rate いずれにしても（とにかく）

25 not so much as do ～さえしない（～することもない） 25 a wide range of 広範囲の～（広範囲にわたる～）

26 nonprofit 非営利的な 26 by turns 交替で

27 touch and go 危うい状況 27 as a rule 概して（一般に）

28
to put it another

way..

（今言ったことを）別の言い方

をすると
28 to put it another way..

（今言ったことを）別の言い方を

すると

29 at the point of～ まさに～しようとして 29 at the point of～ まさに～しようとして

30 ship ～を送る（～を輸送する） 30 at the moment ちょうど今（今、現在）

31 sail 出港する（航海する） 31 no sooner A than B ＡするとすぐにＢ

32 salesperson 店員（販売員） 32 make up 化粧

33 be bound to do きっと～する（～する義務がある） 33 speak ill of  ～の悪口を言う

34 be cut out for～
～に向いてる（～に生まれついてい

る）
34 affair 事柄（事件　業務）

35 in the face of～ ～にもかかわらず 35 touch and go 危うい状況

36 latitude 緯度 36 take one's time （時間をかけて）ゆっくりやる

37 jam 混雑（故障） 37 sign up for （受講など）の届けを出す

38 become the heart of ～ ～の中心となる 38 toxic 毒の（中毒性の）

39 claw
（ｶﾆなどの）はさみ（”鳥・動物など

の”かぎつめ）
39 claw

（ｶﾆなどの）はさみ（”鳥・動物な

どの”かぎつめ）

40 provided that ～という条件で 40 ship ～を送る（～を輸送する）

41 instance 例 41 sail 出港する（航海する）

42 be tempted to do ～したくなる 42 latitude 緯度

43 at the moment ちょうど今（今、現在） 43 willing ～しても構わないと思う

44 burst out doing 突然～し出す 44 as far as～ ～する限り

45 court 裁判（裁判所、”ﾃﾆｽなどの”ｺｰﾄ） 45 unlike ～と違って

46 toxic 毒の（中毒性の） 46 championship 選手権大会

47 mode 様式（方法） 47 not so much as do ～さえしない（～することもない）

48 at random 無作法に（手当たり次第） 48 in the face of～ ～にもかかわらず

49 lens appeal to～ ～に訴える 49 salesperson 店員（販売員）

曲順問題 ランダム問題



英検２級／RUN

1 to a great extent 相当程度まで(だいたいにおいて) 1 cell 細胞（房 電池）

2 suspicion 疑い 2 encounter ～に遭遇する（～に出く わす）

3 delete ～を削除する(～を消す) 3 series 一連（ｼﾘｰｽﾞ）

4 Don’t worry. （そんなこと）気にしないで 4 by no means 決して～でない

5 throw up ～を戻す（～を吐く） 5 Don’t worry. （そんなこと）気にしないで

6 troublesome 手のかかる（面倒な） 6 focus 焦点

7 tone 音色 7 throw up ～を戻す（～を吐く）

8 turn to A for B ＢをＡに求める 8 as to ～については

9 with a view to doing ～する目的で 9 by word of mouth  口コミで

10 in full 全部 10 annoying うっとおしい

11 hug 抱擁（～を抱きしめる） 11 by and large 全般的に（普通）

12 furious 怒り狂った（猛烈な　激怒した） 12 young at heart 気が若い

13 focus 焦点 13 turn to A for B ＢをＡに求める

14 fiber 繊維 14 fiber 繊維

15 I doubt it. （そうかな ）そうは思いません。 15 anxiety 心配（熱望）

16 keep up ～を維持する 16 by the hour 時間決めで

17 anxiety 心配（熱望） 17 to a great extent 相当程度まで(だいたいにおいて)

18 encounter ～に遭遇する（～に出く わす） 18 I doubt it. （そうかな ）そうは思いません。

19 as to ～については 19 in full 全部

20 critical 批判的な（危機的な　決定的な） 20 lay the foundations for～  ～の基礎を築く

21 container 容器（入れ物） 21 come upon ～  ～に偶然出会う

22 demonstration 実演 22 tone 音色

23 case 場合・事例 23 delete ～を削除する(～を消す)

24 get down to business 本腰入れる 24 donate  ～を寄付する

25
Can’t make head or tail

of ～
～がさっぱりわからない 25

Is there some place to do

～?
～する場所はあります？

26 carbon 炭素 26 burst into～  急に～し始める

27 cell 細胞（房 電池） 27 critical 批判的な（危機的な　決定的な）

28 so A as to do ～するほどＡで 28 get down to business 本腰入れる

29 series 一連（ｼﾘｰｽﾞ） 29 suspicion 疑い

30 eyesight 視力 30 sharply 厳しく

31 come upon ～ ～に偶然出会う 31 hug 抱擁（～を抱きしめる）

32
Is there some place to

do～?
～する場所はあります？ 32

Can’t make head or

tail of ～
 ～がさっぱりわからない

33
lay the foundations

for～
～の基礎を築く 33 break up

（物が）バラバラ になる（”関

係・友情などが”壊れる）

34 manual 指導書（説明書） 34 career 経歴(職業)

35 document 記録 文書 35 manual 指導書（説明書）

36 career 経歴(職業) 36 keep up ～を維持する

37 annoying うっとおしい 37 furious 怒り狂った（猛烈な　激怒した）

38 donate ～を寄付する 38 container 容器（入れ物）

39 diversity 多様性 39 troublesome 手のかかる（面倒な）

40 sharply 厳しく 40 carbon 炭素

41 herd 群れ 41 with a view to doing ～する目的で

42 by no means 決して～でない 42 demonstration 実演

43 burst into～ 急に～し始める 43 herd 群れ

44 by word of mouth 口コミで 44 case 場合・事例

45 by and large 全般的に（普通） 45 diversity 多様性

46 by the hour 時間決めで 46 document 記録 文書

47 break up
（物が）バラバラ になる（”関

係・友情などが”壊れる）
47 with respect to～  ～に関しては

48 with respect to～ ～に関しては 48 eyesight 視力

49 young at heart 気が若い 49  so A as to do ～するほどＡで

曲順問題 ランダム問題



英検２級／TIME

1 It is worth while doing ～する価値がある 1 misunderstanding 誤解(不和)

2 keep company with ～ ～と交際する 2 satellite 人口衛星(衛星)

3 That's exactly what… それはまさに～だ 3 bring back～ ～を持ち帰る（～を戻す）

4 sponsor 保証人(ｽﾎﾟﾝｻｰ) 4 for a change 気分転換に

5 satellite 人口衛星(衛星) 5 sponsor 保証人(ｽﾎﾟﾝｻｰ)

6 take action 行動を起こす 6 It is worth while doing ～する価値がある

7
take the precaution
of doing

用心のため～する 7 be liable to do
～しそうである（～しがちで

ある）

8
I'll keep my fingers
crossed for～.

～の幸運を祈っているよ 8
I'll keep my fingers
crossed for～.

～の幸運を祈っているよ

9
I'll be back in a
minute.

すぐに戻ります 9 beforehand 前もって

10 misunderstanding 誤解(不和) 10 come about 生じる

11
I'll give you a hand
with～.

～を手伝います 11
take the precaution
of doing

用心のため～する

12 negotiation 交渉 12 make do with （ありあわせのもの）～で済ます

13 be concerned with  ～に関心がある（～と関わる） 13 be concerned with  ～に関心がある（～と関わる）

14 bring back～ ～を持ち帰る（～を戻す） 14 make a decision 決定を下す

15 behind one's back  陰で（～のいない所で） 15 close at hand 近くに（すぐ使えるように）

16 be liable to do ～しそうである（～しがちである） 16 come across～ ～に出くわす

17 come to like～ ～が好きになる 17 Do you mind if I～? ～してもいいですか？

18 come by  ～を手に入れる 18 definitely 間違いなく（絶対に）

19 for a change 気分転換に 19 come to like～ ～が好きになる

20 cope with
（難局・問題など）～をうまく処

理する
20 cope with

（難局・問題など）～をうまく

処理する

21 criticize ～を非難する（～を批評する） 21 take action 行動を起こす

22 Do you mind if I～? ～してもいいですか？ 22 negotiation 交渉

23 definitely 間違いなく（絶対に） 23 limitless 無制限の

24 close at hand 近くに（すぐ使えるように） 24 criticize ～を非難する（～を批評する）

25 come across～ ～に出くわす 25 come by  ～を手に入れる

26 come about 生じる 26 I'll give you a hand with～. ～を手伝います

27 beforehand 前もって 27 keep company with ～ ～と交際する

28 make a decision 決定を下す 28 I'll be back in a minute. すぐに戻ります

29 make do with （ありあわせのもの）～で済ます 29 That's exactly what… それはまさに～だ

30 limitless 無制限の 30 behind one's back  陰で（～のいない所で）

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ZERO

1 back up ～を支援する（～を裏付ける） 1 as is offten the case with  ～にはよくあることだが

2 classification 分類 2 rush 急いでいく（～を急がせる）

3
as is offten the case

with
 ～にはよくあることだが 3

We'd like a table fore

～.
 ～人分の席を用意してほしいのです

が。

4
Can I have your name,

please?
名前を教えてもらえますか？ 4

suspend ～ from

school
 ～を停学にする

5
Do you have any rooms

available?
 空き部屋はありますか？ 5

at one's earliest

convenience
～の都合がつき次第

6
Hold on a minute,

please.
少々お待ちください 6 get on one's nerves ～をいらいらさせる

7 if A were to  do 仮にＡが～するようなことがあれば 7 brand ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 銘柄

8
at one's earliest

convenience
～の都合がつき次第 8 Hold on a minute, please. 少々お待ちください

9 toll road 有料道路 9 give in to～  ～に屈する（～に降参する）

10 rush 急いでいく（～を急がせる） 10 back up ～を支援する（～を裏付ける）

11 put A back together Ａを元に戻す 11 definition 定義

12 representative 代表する（代理をする　代理人） 12 bleed 出血する

13 What happened? 何があったの？ 13 studio ｽﾀｼﾞｵ ｱﾄﾘｴ

14 We'd like a table fore～.
 ～人分の席を用意してほしいのです

が。
14

Do you have any rooms

available?
 空き部屋はありますか？

15 Sorry to interrupt you. ちょっとすみません 15 accommodation 宿泊設備（適応）

16 suspend ～ from school ～を停学にする 16 representative 代表する（代理をする　代理人）

17 all you have to do is ～しさえすればよい 17 reverse ～を逆にする

18 formulate （計画など）～を（注意深く）まとめる 18
Can I have your name,

please?
名前を教えてもらえますか？

19 brand ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 銘柄 19 modify ～を変更する

20 refund ～を払い戻す 20 in use 使われて

21 antibacterial 抗菌性の 21 trial 試み（裁判）

22 accommodation 宿泊設備（適応） 22  trace  跡（”の跡～を”たどる）

23 bleed 出血する 23 stable 安定した

24 get on one's nerves ～をいらいらさせる 24 refund ～を払い戻す

25 trial 試み（裁判） 25 put A back together Ａを元に戻す

26 tornado 大竜巻（ﾄﾙﾈｰﾄﾞ） 26 tornado 大竜巻（ﾄﾙﾈｰﾄﾞ）

27 swallow ～を飲み込む（ ﾂﾊﾞﾒ） 27 hang on to  ～にしがみつく（～を手放さない）

28 false 間違った 28 Sorry to interrupt you. ちょっとすみません

29 in use 使われて 29 even though ～ たとえ～でも

30 studio ｽﾀｼﾞｵ ｱﾄﾘｴ 30 all you have to do is ～しさえすればよい

31 reverse ～を逆にする 31 toll road 有料道路

32 stable 安定した 32 formulate （計画など）～を（注意深く）まとめる

33 hang on to  ～にしがみつく（～を手放さない） 33 What happened? 何があったの？

34 give in to～  ～に屈する（～に降参する） 34 if A were to  do 仮にＡが～するようなことがあれば

35 even though ～ たとえ～でも 35 classification 分類

36 definition 定義 36 swallow ～を飲み込む（ﾂﾊﾞﾒ）

37 modify ～を変更する 37 antibacterial 抗菌性の

38  trace  跡（”の跡～を”たどる ～をなぞる） 38 false 間違った

曲順問題 ランダム問題



英検２級／イージュー★ライダー 

1 checkup 健康診断（検査 点検） 1 I'd say that.… ～でしょうね

2 be done wit ～を終える 2 playing cards トランプ

3 I'd say that.… ～でしょうね 3 possibly たぶん（もしかしたら）

4 I've got to go. もう行かないと 4 I've got to go. もう行かないと

5 laptop
ノートパソコン

（ラップトップ型パソコン）
5

know better than
to do

～するほど愚かではない

6 minister 大臣 6 political 政治の

7 vice 欠点（悪徳） 7 on the market 売りに出されて

8
think twice about
doing

～すべきかよく考える 8 shellfish 甲殻類（貝類）

9 space exploration  宇宙探査 9 on the spot その場で

10 on the contrary それどころか（まるで反対で） 10 only to do
結局は～して終わっただけである

（ただ～するために）

11 out of shape 体調が悪くて（形が崩れて） 11 by virtue of ～の力で(～のおかげで)

12 operate ～を操作する 12 selfish 利己的な（自分勝手な）

13 on the spot その場で 13 operate ～を操作する

14 on the market 売りに出されて 14 Can you pick me up～? （車で）迎えに来てもらえますか？

15 overdo ～をやりすぎる 15 on the contrary それどころか（まるで反対で）

16 make up one's mind 決心する（判断を下す） 16 vice 欠点（悪徳）

17 meet （要求・条件など）～を満たす 17 overdo ～をやりすぎる

18
Would Wednesday be

convenient for you?

水曜日の都合はいか
がですか？

18
Would Wednesday be

convenient for you?

水曜日の都合はいかが
ですか？

19 technician 技術者 19 make up one's mind 決心する（判断を下す）

20 shellfish 甲殻類（貝類） 20 technician 技術者

21 selfish 利己的な（自分勝手な） 21 minister 大臣

22 playing cards トランプ 22 pass over ～ ～を無視する

23 political 政治の 23 checkup 健康診断（検査 点検）

24 pass over ～ ～を無視する 24 out of shape 体調が悪くて（形が崩れて）

25 only to do
結局は～して終わっただけで

ある（ただ～するために）
25 laptop

ノートパソコン

（ラップトップ型パソコン）

26 possibly たぶん（もしかしたら） 26 space exploration  宇宙探査

27 by virtue of ～の力で(～のおかげで) 27 think twice about doing ～すべきかよく考える

28 Can you pick me up～?
（車で）迎えに来てもらえま

すか？
28 be done wit ～を終える

29 know better than to do ～するほど愚かではない 29 meet （要求・条件など）～を満たす

曲順問題 ランダム問題



英検２級／イチブトゼンブ

1 divert ～を変える 1 sweep up～ ～を掃き集める

2 gran ～を承諾する 2 for good 永久に

3 よく考える（頻繁に） frequently 3 liable ～しがちな

4 正確な precise 4 elevate ～を上げる

5 綿製品 linen 5 accommodate ～を宿泊させる

6 達成 achievement 6 stubborn 頑固な

7 要領を得て（的を射た） to the point 7 soothe ～をなだめる

8 soothe ～をなだめる 8 properly 適切に（礼儀正しく）

9 accommodate ～を宿泊させる 9 by instinct 本能的に

10 liable ～しがちな 10 offend ～を怒らせる

11 頑固な stubborn 11 keep a diary 日記をつける

12 annoy ～を悩ます 12 accord 一致する

13 道化役 clown 13 to the point 要領を得て（的を射た）

14 deal in～ ～を商う 14  be of no use 役に立たない

15 convert ～を変える 15 bravery 勇敢さ

16 一致する accord 16 crash 衝突する

17 勇敢さ bravery 17 linen 綿製品

18 approximately おおよそ 18 respectful 敬意を表する

19 elevate ～を上げる 19 suspend ～を吊るす

20 衝突する  crash 20 pass away 過ぎ去る

21 自信がない insecure 21 achievement 達成

22 respectful 敬意を表する 22 outcome 結果（成果）

23 peck ～をつつく 23 divert ～を変える

24 initiate  ～を真っ先に始める 24 initiate  ～を真っ先に始める

25 detect
～を見抜く（～を検出する、～

を感知する）
25 detect

～を見抜く（～を検出する、～

を感知する）

26 日記をつける keep a diary 26 approximately おおよそ

27 suspend ～を吊るす 27 peck ～をつつく

28 離れたところで be at a distance 28 convert ～を変える

29 sweep up～ ～を掃き集める 29 insecure 自信がない

30 交差点 intersection 30 clown 道化役

31 結果（成果） outcome 31 be at a distance 離れたところで

32 役に立たない  be of no use 32 gran ～を承諾する

33 刃（葉っぱ） blade 33 intersection 交差点

34 本能的に by instinct 34 deal in～ ～を商う

35 永久に for good 35 frequently よく考える（頻繁に）

36 offend ～を怒らせる 36 annoy ～を悩ます

37 pass away 過ぎ去る 37 precise 正確な

38 適切に（礼儀正しく） properly 38 blade 刃（葉っぱ）

曲順問題 ランダム問題



英検２級／いなせなロコモーション

1 comment 論評（批評　論評する） 1 mentally 知的に（精神的に、心の中で）

2 ecosystem 生態系 2 Is A there? そちらにＡさんはいますか？

3
It goes without

saying that
 ～は言うまでもない 3

It goes without

saying that
 ～は言うまでもない

4 phenomenon 現象 4 make much of ～ ～を大げさに扱う
5 formerly 以前は 5 once upon a time 昔々

6 rebuild ～を改築する（～を再建する） 6 rebuild ～を改築する（～を再建する）

7 session 活動のための集まり（会期） 7 malnutrition 栄養失調
8 subscribe 予約購読する 8 whistle 口笛 （口笛を吹く、警笛、さえずる）

9 stay out ずっと外に出ている 9 due 予定された（しかるべき）
10 pay a visit to ～を訪問する 10 indirectly 間接的に
11 signature 署名 11 faithful 忠実な（誠実な）
12 starch でんぷん 12 be all ears 一心に耳を傾ける
13 sudden 突然の 13 comment 論評（批評　論評する）
14 have difficulty in ～に苦労する 14 formerly 以前は

15 fasten ～を締める（～を留める） 15 starch でんぷん

16 enforce ～を強いる（”法律など”～を施行する） 16 tighten 固くする（～を固く締める）
17 Buddhism 仏教 17 in light of ～を考慮すると（～から見て）

18 clue 手がかり 18 fasten ～を締める（～を留める）
19 Is A there? そちらにＡさんはいますか？ 19 Buddhism 仏教
20 keep pace with～ ～に遅れず進む 20 reliable 信頼できる

21 make much of～ ～を大げさに扱う 21 enforce ～を強いる（”法律など”～を施行する）

22 claim 主張 22 I wonder if… ～していただけないでしょうか？

23 brush up on～ ～をやり直して磨きをかける 23 pay a visit to ～を訪問する

24 stick ～を突き刺す 24 stand in for  ～の代理を務める

25 due 予定された（しかるべき） 25 bump どすんとぶつかる
26 bump どすんとぶつかる 26 have difficulty in ～に苦労する

27 lay off ～を一時的に解雇する 27 on top of ～に加えて（しばしば悪いことについて）

28 in contrast to ～と対照をなして 28 phenomenon 現象

29 stand in for  ～の代理を務める 29 disagree on ～について意見が食い違う

30 once upon a time 昔々 30 sudden 突然の

31 fold up ～を折り畳む 31 convince ～に納得させる
32 in light of ～を考慮すると（～から見て） 32 keep pace with～ ～に遅れず進む
33 indirectly 間接的に 33 fold up ～を折り畳む

34 for the time being 当分の間 34 for the time being 当分の間

35 on top of ～に加えて（しばしば悪いことについて） 35 clue 手がかり

36 occur to （考えなどが）～の心の中に浮かぶ 36 strengthen ～を強化する（～を強固にする）

37 reliable 信頼できる 37 claim 主張
38 faithful 忠実な（誠実な） 38 subscribe 予約購読する
39 lease 賃貸借（賃貸借契約） 39 extensive 広範囲にわたる（広々とした）

40 disagree on ～について意見が食い違う 40 in contrast to ～と対照をなして
41 malnutrition 栄養失調 41 lease 賃貸借（賃貸借契約）
42 extensive 広範囲にわたる（広々とした） 42 all A do is do Ａがするのは～だけだ
43 whistle 口笛 （口笛を吹く、警笛、さえずる） 43 brush up on～ ～をやり直して磨きをかける
44 I wonder if… ～していただけないでしょうか？ 44 occur to （考えなどが）～の心の中に浮かぶ

45 convince ～に納得させる 45 ecosystem 生態系

46 mentally 知的に（精神的に、心の中で） 46 lay off ～を一時的に解雇する
47 tighten 固くする（～を固く締める） 47 stay out ずっと外に出ている
48 all A do is do Ａがするのは～だけだ 48 stick ～を突き刺す
49 strengthen  ～を強化する（～を強固にする） 49 session 活動のための集まり（会期）
50 be all ears 一心に耳を傾ける 50 signature 署名

曲順問題 ランダム問題



英検２級／がむしゃら行進曲

1 be obliged to do ～せざるを得ない 1 primitive 原始の（原始人）
2 at intervals of～ ～の間隔を置いて 2 as it were いわば
3 by mean of～ ～によって 3 surrender 自首する（降伏する）
4 a piece of cake 楽にできること 4 explosion 爆発
5 be eager to do しきりに～したがっているよ 5 be obliged to do ～せざるを得ない
6 for all ～にもかかわらず 6 at intervals of ～ ～の間隔を置いて
7 find fault with ～のあらを探す 7 extreme 極端な（過激な）

8
in the foreseeable

future
近い将来に 8

in the foreseeable

future
近い将来に

9 imply ～をほのめかす（～を暗に示す） 9 tourism 観光事業（観光旅行）
10 sacrifice ～を犠牲にする（犠牲） 10 find fault with ～のあらを探す
11 by degrees 徐々に 11 famine 飢饉
12 as it were いわば 12 proportion 比率 均衡
13 commit ～に義務を負わせる 13 by degrees 徐々に
14 cab タクシー 14 imply ～をほのめかす（～を暗に示す）

15 I can't follow～. ～の言っていることが分かりません 15 aim A at B Ａの狙いをＢに定める
16 near at hand 近くに（すぐ使えるように） 16 submit ～を提出する（服従する）
17 form ～を形作る（～を組織する） 17 commit ～に義務を負わせる
18 get by 何とかやっていく（通り抜ける） 18 a piece of cake 楽にできること
19 ignorance 無知 19 preview ～の試演を見る
20 aim A at B Ａの狙いをＢに定める 20 pregnant 妊娠した
21 be located 位置する(有る, 在る, 立地する) 21 form ～を形作る（～を組織する）

22 extreme 極端な（過激な） 22 funeral 葬式
23 biography 伝記 23 get by 何とかやっていく（通り抜ける）

24 electronics 電子工学（エレクトロニクス産業） 24 ignorance 無知
25 border 境界線（国境、国境を接する） 25 restrict ～を制限する
26 attendance 出席 26 take ～ for ～を当然と考える
27 come to light （秘密などが）明るみに出る 27 effectively 事実上
28 dynamic 活動的な 28 dynamic 活動的な
29 edit （原稿など）～を編集する 29 interaction 相互作用（交流）
30 proudly 誇らしげに（立派に） 30 take on （仕事など）～を引き受ける
31 preview ～の試演を見る 31 for all ～にもかかわらず
32 famine 飢饉 32 storage 貯蔵 保管
33 rattle ～をがたがた鳴らす 33 sacrifice ～を犠牲にする（犠牲）
34 rest その他のもの（残り） 34 come to light （秘密などが）明るみに出る

35
potential impact
on～

～への潜在的影響力 35 sensitive 敏感な
36 landfill 埋立地 36 invisible 目立たない（目に見えない）
37 primitive 原始の（原始人） 37 fingerprint 指紋
38 restrict ～を制限する 38 veterinarian 獣医
39 store ～を貯蔵する 39 be located 位置する(有る, 在る, 立地する)

40 tourism 観光事業（観光旅行） 40 exploration 探検
41 subtle 希薄な（微妙な） 41 potential impact ～への潜在的影響力
42 submit ～を提出する（服従する） 42 border 境界線（国境、国境を接する）

43 storage 貯蔵 /保管 43 cab タクシー
44 pregnant 妊娠した 44 landfill 埋立地
45 sensitive 敏感な 45 rattle ～をがたがた鳴らす
46 proportion 比率 均衡 46 subtle 希薄な（微妙な）
47 surrender 自首する（降伏する、降伏） 47 proudly 誇らしげに（立派に）
48 take～for ～を当然と考える 48 be eager to do しきりに～したがっているよ
49 take on （仕事など）～を引き受ける 49 rest その他のもの（残り）
50 veterinarian 獣医 50 by mean of～ ～によって
51 exploration 探検 51 electronics 電子工学（エレクトロニクス産業）

52 funeral 葬式 52 edit （原稿など）～を編集する
53 effectively 事実上 53 attendance 出席
54 fingerprint 指紋 54 near at hand 近くに（すぐ使えるように）
55 explosion 爆発 55 biography 伝記
56 invisible 目立たない（目に見えな 56 store ～を貯蔵する
57 interaction 相互作用（交流） 57 I can't follow～.  ～の言っていることが分かりません

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ここでキスして

1
I haven't seen
you since…

～以来ですね。 1 see less of
以前ほど～に会わない（以
前ほど～を見かけない）

2 see less of 以前ほど～に会わない 2 in the meantime その間に

3 be well off
裕福である（暮らし向きが良
い）

3
I haven't seen
you since…

～以来ですね。

4 hold out 持ちこたえる 4 punctual 時間通りの（時間をよく守る）

5 illusion 錯覚（幻想） 5 glance at ～をちらりと見る

6 panic 恐慌（ﾊﾟﾆｯｸ） 6 in the way of ～ ～の邪魔になって

7 mysterious  神秘的な（秘密の） 7 be well off 裕福である（暮らし向きが良い）

8 neglect ～を無視する（～を怠る、怠惰、無視） 8 horizontal 地平線の（水平の 水平線の）

9 near and far あちらこちらを 9 with pleasure 喜んで

10 rehearsal ﾘﾊｰｻﾙ、予行演習 10 trustworthy 信頼できる

11 That's cool! かっこいいね！ 11 illusion 錯覚（幻想）

12 glance at ～をちらりと見る 12 in relation to～ ～に関して

13 horizontal 地平線の（水平の 水平線の） 13 affectionate 愛情の深い

14 in relation to～ ～に関して 14 implement ～を実行する

15 in the meantime その間に 15 mysterious  神秘的な（秘密の）

16 in regard to ～に関しては 16 inspire ～を奮い立たせる（～を感激させる）

17 in the way of ～ ～の邪魔になって 17 stick to～ ～をやり続ける（～にくっつく）

18 implement ～を実行する 18 mass production 大量生産

19 I'd like to have～ ～をください（～にします） 19 specialize in～ ～を専攻する

20 in danger of ～の危険にさらされて 20 hold out 持ちこたえる

21 in exchange for ～と交換に 21 as a matter of fact 実際は（実のところ）

22 inspire ～を奮い立たせる（～を起こさせる） 22 panic 恐慌（ﾊﾟﾆｯｸ）

23 justify ～を正当化する 23 in exchange for ～と交換に

24 make sense of ～の意味を理解する 24 make sense of ～の意味を理解する

25 look back on （昔のこと）～を振り返る 25 neglect ～を無視する（～を怠る、怠惰）

26 make for
～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

26 make one's way
～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

27 punctual 時間通りの（時間をよく守る） 27 I'd like to have～ ～をください（～にします）

28 what is called いわゆる 28 justify ～を正当化する

29 trustworthy 信頼できる 29 in danger of ～の危険にさらされて

30 stick to～ ～をやり続ける（～にくっつく） 30 what is called いわゆる

31 with pleasure 喜んで 31 look back on （昔のこと）～を振り返る

32 specialize in～ ～を専攻する 32 rehearsal ﾘﾊｰｻﾙ、予行演習

33 mass production 大量生産 33 That's cool! かっこいいね！

34 make one's way
～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

34 make for
 ～の方向に進む（～の結果
をもたらす）

35 affectionate 愛情の深い 35 near and far あちらこちらを

36 as a matter of fact 実際は（実のところ） 36 in regard to ～に関しては

曲順問題 ランダム問題



英検２級／さまよえる蒼い弾丸

1
Keep my
schedule open.

スケジュールを空けておく 1
make up one's
mind

決心する（判断を下
す）

2
It doesn't matter
to me.

俺にゃ大したことじゃねえ 2
Who's calling,
please?

どちらさまですか？

3
Is it OK for me to
do～?

～してもいいですか？ 3
It doesn't matter
to me.

俺にゃ大したことじゃねえ

4 seek
～を探す（努める 探求
する）

4 surgery 手術（外科）

5 meet one's needs
～のニーズ（必要性）
を満たす

5 That's too bad.
それはいけないなあ
（それは残念だ）

6 mission 使節団（使命 使節） 6
Nice talking to
you.

お話しできて楽し
かったです

7 That's too bad.
それはいけないなあ
（それは残念だ）

7 thread 筋道（一筋　糸）

8 record 記録 8
Keep my
schedule open.

スケジュールを空け
ておく

9 when it comes to ～のこととなると 9 when it comes to ～のこととなると

10 awfully ひどく 10
make oneself
heard

自分の考えを聞いて
もらう

11
Would you hand
me A, please?

Ａを取ってもらえますか？ 11 meet one's needs
～のニーズ（必要
性）を満たす

12
What do you have
in mind?

何をお求め・・・ですか？ 12 mission 使節団（使命 使節）

13
Would you
introduce

～に自己紹介をしても
らえますか？

13
Would you hand
me A, please?

Ａを取ってもらえますか？

14
Who's calling,
please?

どちらさまですか？ 14
Do you want to
do～with me?

僕と～しませんか？

15 thread 筋道（一筋　糸） 15 record 記録

16 talk A out of B
Aを説得してBをやめ
させる

16
Is it OK for me to
do～?

～してもいいですか？

17
make oneself
heard

自分の考えを聞いてもらう 17 talk A out of B
Aを説得してBをやめ
させる

18
make up one's
mind

決心する（判断を下す） 18
What do you have
in mind?

何をお求め・・・です
か？

19 gap
隔たり（隙間　割れ
目）

19
Can I take a
message?

ご伝言をお受けしま
しょうか？

20
Can I take a
message?

ご伝言をお受けしま
しょうか？

20
play a leading
role

重要な役割を果たす

21
Can you show
down a bit?

少しゆっくり話してくれ
ますか？

21
Would you
introduce

～に自己紹介をして
もらえますか？

22
Do you want to
do～with me?

僕と～しませんか？ 22
Can you show
down a bit?

少しゆっくり話してく
れますか？

23 surgery 手術（外科） 23 seek
～を探す（努める 探
求する）

24
play a leading
role

重要な役割を果たす 24 awfully ひどく

25
Nice talking to
you.

お話しできて楽しかっ
たです

25 gap 隔たり（隙間　割れ目）

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ねがい

1 somehow どういうわけか（何とかして） 1 qualify ～に資格を与える（～を適任とする）

2 wander around ～ ～をぶらつく 2 in shape 体調が良くて（健康で）

3 leave out ～ ～を省く 3 would rather not do ～したくない

4 make good 成功する 4 on duty 勤務時間中で(勤務中で)

5 lay down ～を規定する（～を横たえる） 5 wander around ～ ～をぶらつく

6
Why do you say
that?

なぜそんなことを言うの？

（それはどういうこと？）
6

I'm just looking,
thank you.

見ているだけです。（どうも）

7
What's the matter
with you?

どうしたの？ 7
What's the matter
with you?

どうしたの？

8 would rather do  むしろ～したい 8 meanwhile その間に（一方、他方は）

9 to tell you the truth,.. 実を言うと（実は） 9 lay down ～を規定する（～を横たえる）

10 ironically 皮肉にも 10 missionary 宣教師

11 on duty 勤務時間中で(勤務中で) 11 positively  きっぱりと

12 in shape 体調が良くて（健康で） 12 get along well うまが合う

13 sit back くつろぐ（深く座る） 13 negotiate 交渉する

14 qualify
～に資格を与える（～
を適任とする）

14 get through～ ～を終える

15 politician 政治家 15 would rather do  むしろ～したい

16 positively きっぱりと 16 significant 重大な（重要な）

17 amount 総額 17 millionaire 大金持ち（百万長者）

18 get along well うまが合う 18 tend to do ～しがちである

19 would rather not do ～したくない 19 politician 政治家

20 get through～ ～を終える 20 make good 成功する

21 give way 崩れる 21 sit back くつろぐ（深く座る）

22 appropriate 適切な 22 appropriate 適切な

23 I can make it. 間に合います（大丈夫です） 23 amount 総額

24
I'm just looking,
thank you.

見ているだけです。（ど
うも）

24
Why do you say
that?

なぜそんなことを言うの？（そ
れはどういうこと？）

25 negotiate 交渉する 25 solar 太陽の

26 tend to do ～しがちである 26 give way 崩れる

27 to one's regret 残念なことに 27 monitor 監視装置（～を監視する、モニター）

28 significant 重大な（重要な） 28 to one's regret 残念なことに

29 meanwhile その間に（一方、他方は） 29 somehow どういうわけか（何とかして）

30 millionaire 大金持ち（百万長者） 30 ironically 皮肉にも

31 monitor
監視装置（～を監視す
る、モニター）

31
to tell you the
truth,..

実を言うと（実は）

32 missionary 宣教師 32 accuracy 正確さ（精度）

33 solar 太陽の 33 leave out ～ ～を省く

34 accuracy 正確さ（精度） 34 I can make it. 間に合います（大丈夫です）

曲順問題 ランダム問題



英検２級／ミエナイチカラ

1
a man of one's
word

約束を守る男 1 be engaged in ～に従事している

2 all the more なおさらに 2 impact 影響

3 agent 代理人（仲介者） 3 fiction ﾌｨｸｼｮﾝ 作り話

4 applause 拍手喝采（拍手 称賛） 4 imperial 皇帝の（帝国の）

5 as regards ～ ～に関しては 5 seasonal 季節的な（季節の）

6 backpack ﾘｭｯｸｻｯｸ（ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ） 6 repay （金銭）～を返す（～に報いる）

7 at worst 最悪の場合でも 7 certificate 証明書（免許状）

8 with regard to ～ ～に関しては 8 at worst 最悪の場合でも

9 imperial 皇帝の（帝国の） 9 take account of ～を考慮する

10 impact 影響 10 have little hope of  ～の望みが薄い

11 implant
～を植え付ける（～を移
植する）

11
a man of one's
word

約束を守る男

12 go along 進んで行く 12 abandon ～を捨てる（～を放棄する）

13 have little hope of  ～の望みが薄い 13 go along 進んで行く

14 initially 初めは （第一に） 14 belongings 所持品

15 alert ～に注意を喚起する 15 alert ～に注意を喚起する

16 submarine 潜水艦 16 agent 代理人（仲介者）

17
Don't  mention
it.

とんでもないです。（どう
いたしまして。）

17 speak up
 はっきりと意見を述べる
（もっと大きな声で話す）

18 sharply 厳しく 18 as regards ～ ～に関しては

19 seasonal 季節的な（季節の） 19 with regard to～ ～に関しては

20 repay （金銭）～を返す（～に報いる） 20 eagerly 熱心に（熱望して）

21 short -term  短期の 21 implant ～を植え付ける（～を移植する）

22 take account of ～を考慮する 22 I'm sorry, but…、 申し訳ありませんが、、、

23 certificate 証明書（免許状） 23 disabled 身体障害の

24 be engaged in ～に従事している 24 initially 初めは （第一に）

25 belongings 所持品 25 all the more なおさらに

26 disabled 身体障害の 26 vomit 嘔吐（～を吐く 嘔吐物）

27 drawing 線画（図面 くじ引き） 27 backpack ﾘｭｯｸｻｯｸ（ﾊﾞｯｸﾊﾟｯｸ）

28 eagerly 熱心に（熱望して） 28 sharply 厳しく

29 fiction ﾌｨｸｼｮﾝ 作り話 29 leave for ～へ向けて出発する

30 I'm sorry, but…, 申し訳ありませんが、、、 30 submarine 潜水艦

31 abandon ～を捨てる（～を放棄する） 31 drawing 線画（図面 くじ引き）

32 vomit 嘔吐（～を吐く 嘔吐物） 32 short -term  短期の

33 speak up
 はっきりと意見を述べる

（もっと大きな声で話す）
33 Don't  mention it.

とんでもないです。（どういた
しまして。）

34 leave for ～へ向けて出発する 34 applause 拍手喝采（拍手 称賛）

35
What's wrong
with～?

 ～は具合が悪いの？（～
はどうしたの？）

35
What's wrong
with～?

 ～は具合が悪いの？（～はど
うしたの？）

曲順問題 ランダム問題



英検２級／もう一度キスしたかった

1 anything but～ 決して～でない 1 cab タクシー

2 the last 最も～しそうにない～ 2 go into～ ～を説明する

3 You must be kidding. うそだろう（まさか） 3 timber 流木 材木

4 state of emergenc 非常事態 4 go over～ ～を詳しく調べる

5 historical 歴史の 5 hand out  ～を配る

6 potential 潜在能力（可能性、潜在的な） 6 organic 有機体の（有機の）

7 appearance 外見 7 scholar 奨学生､学者

8 not less than ～かそれ以上（少なくとも～） 8 mood 気分（一時的な）

9 as for me 私に関しては 9 insert ～を挿入する（挿入物）

10 associate ～を提携する 10 look through （書類・メモなど）～にざっと目を通す

11 go over～ ～を詳しく調べる 11 You must be kidding. うそだろう（まさか）

12 go into～ ～を説明する 12 bilingual 2言語話す人（2言語を使う）

13 scar 傷跡 13 heal （傷などが）治る（～を治す ）

14 layer 層 14 furious 怒り狂った(猛烈な､激怒した)

15 別れの挨拶（別れ） farewell 15 frontier （研究などの）最先端､国境

16 確かに for certain 16 as for me 私に関しては

17 飢饉 famine 17 enroll ～を入会させる（入会する）

18 軍の（軍） military 18 famine 飢饉

19 mood 気分（一時的な） 19 the last 最も～しそうにない～

20 有機体の（有機の） organic 20 scar 傷跡

21 fake ～を偽造する・偽物（模造品・偽の） 21 state of emergenc 非常事態

22 hand out  ～を配る 22 sensation 大評判（感覚　感じ）

23 大評判（感覚　感じ） sensation 23 appearance 外見

24 heal （傷などが）治る（～を治す ） 24 Is A in? Ａさんはいますか？

25 essay 小論文（随筆） 25 lane 車線（路地　小道）

26 enroll ～を入会させる（入会する） 26 historical 歴史の

27 essential
必要不可欠な（本質的な　不可欠なも

の）
27 essential

必要不可欠な（本質的な　不可

欠なもの）

28 feedback 考意見（反応　フィードバック） 28 anything but～ 決して～でない

29 frontier （研究などの）最先端､国境 29 not less than ～かそれ以上（少なくとも～）

30 in place あるべき場所に（適切で） 30 make time 時間を作る

31 in trouble 困った状態で 31 bring down～ ～を落ち込ませる（～を落とす）

32 insert ～を挿入する（挿入物） 32 farewell 別れの挨拶（別れ）

33 Is A in? Ａさんはいますか？ 33 break with～ ～と関係を断つ

34 Let's see. ええと 34 fake ～を偽造する・偽物（模造品・偽の）

35 lane 車線（路地　小道） 35 associate ～を提携する

36 look through （書類・メモなど）～にざっと目を通す 36 potential 潜在能力（可能性、潜在的な）

37 make time 時間を作る 37 layer 層

38 scholar 奨学生､学者 38 for certain 確かに

39 timber 流木 材木 39 feedback 考意見（反応　フィードバック）

40 animation
生き生きさせること（動画、動画作

成）
40 animation

生き生きさせること（動画、動画作

成）

41 break with～ ～と関係を断つ 41 Let's see. ええと

42 bilingual 2言語話す人（2言語を使う） 42 critic 批評家

43 bring down～ ～を落ち込ませる（～を落とす） 43 military 軍の（軍）

44 cab タクシー 44 in place あるべき場所に（適切で）

45 critic 批評家 45 essay 小論文（随筆）

46 furious 怒り狂った(猛烈な､激怒した) 46 in trouble 困った状態で

曲順問題 ランダム問題



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



英検２級／愛のままにわがままに僕は君だけを傷つけない

1 witness
～を目撃する（～を証明
する　証言する）

1 ambitious 大志を抱いた

2 target 目標（的、～を目標とする） 2 bank robbery 銀行強盗

3
There is no point in
doing

～しても仕方がない 3
There is no point in
doin

～しても仕方がない

4
Would you put me
through to～?

～さんにつないでいただ
けますか？

4
with one’s arms
folded

腕を組んで

5
with one’s arms
folded

腕を組んで 5 in depth 徹底的に

6
That's none of my
business.

それは俺に関係ないことだ 6 hold one’s temper 怒り抑える

7
I'd like to have A
done.

Ａを～してほしいのですが。 7
Can you make it on
Wendnesday?

水曜日は都合がつきますか？

8 A rather than B ＢよりむしろＡ 8 witness
～を目撃する（～を証明
する　証言する）

9 in service
使われている（雇われ
て、運転中の）

9
I'm sorry, she's out
right now.

あいにく、彼女はただいま
外出しております。

10 judging from ～から判断すると 10 judging from ～から判断すると

11 in depth 徹底的に 11 accompany
～に同行する（～に伴って
起こる）

12
I'm sorry I kept you
waiting.

待たせてごめんなさい 12
on the condition
that

～という条件で（もし～なら）

13 hold one’s temper 怒り抑える 13
I'd like to have A
done.

Ａを～してほしいのですが。

14
Can you make it on
Wendnesday?

水曜日は都合がつきますか？ 14
I'm sorry I kept you
waiting.

待たせてごめんなさい

15 accompany
～に同行する（～に伴っ
て起こる）

15 at large
全体として（自由の身
で）

16 ambitious 大志を抱いた 16 be free of
 ～を免除されて（～を免
除されている）

17
I'm sorry, she's out
right now.

あいにく、彼女はただい
ま外出しております。

17 be underway 進行中である

18 in fear in fear  恐れて 18 A rather than B ＢよりむしろＡ

19 at large 全体として（自由の身で） 19 in service
使われている（雇われて、
運転中の）

20 at present 今のところ 20 at present 今のところ

21 be underway 進行中である 21 in fear in fear  恐れて

22 be peculiar to～ ～に特有である 22 be peculiar to～ ～に特有である

23 bank robbery 銀行強盗 23
Would you put me
through to～?

～さんにつないでいただ
けますか？

24 be free of
～を免除されて（～を免
除されている）

24
That's none of my
business.

それは俺に関係ないことだ

25 come back to life 活気づく 25 come back to life 活気づく

26
on the condition
that

～という条件で（もし～なら） 26 target
目標（的、～を目標とす
る）

曲順問題 ランダム問題



英検２級／全力少年

1 変えられる（改造できる） convertible 1 adequate 十分な（適した）

2 設備 facility 2 and so forth （そして）～など

3 明確な（特定の） specific 3 in A's shoes Aの立場で

4 亡くなる（過ぎ去る） pass away 4 be acquainted with～ ～と知り合いである

5 国家主義 nationalism 5 confirm ～を確かめる（～を確認する）

6 暴動 riot 6 deadline 締切

7 熱帯の tropical 7 diminish ～を減らす

8 悪夢 nightmare 8 dub ～を吹き替える

9 進む advance 9 elite 選り抜きの人々

10 in favor of～ ～に賛成して（～のために） 10 evolve ～を進化させる

11 正気の（健全な） sane 11 exhaustion 消耗

12 うまくいく do the trick 12 fascinate ～を魅了する（～にうっとりする）

13 くたばる kick the bucket 13 for good 永久に

14 transmit ～を送る 14 furnish ～に備え付ける

15 同種の homogeneous 15 in favor of～ ～に賛成して（～のために）

16 合計～になる add up to ～ 16 in full 全部

17 furnish ～に備え付ける 17 reverse ～を逆にする（逆）

18 動いて（発展して） be on the move 18 sled そり

19 Aの立場で in A's shoes 19 take down～ ～を書き留める

20 verify ～を確認する 20 transmit ～を送る

21 心の mental 21 verify ～を確認する

22 reverse ～を逆にする（逆） 22 do the trick うまくいく

23 十分な ample 23 collar えり

24 言葉の verbal 24 kick the bucket くたばる

25 elite 選り抜きの人々 25 so far これまでは

26 これまでは so far 26 slight わずかな

27 前線に to the front 27 nightmare 悪夢

28 confirm ～を確かめる（～を確認する） 28 bouquet 花束

29 and so forth （そして）～など 29 verbal 言葉の

30 えり collar 30 add up to ～ 合計～になる

31 sled そり 31 nationalism 国家主義

32 take down～ ～を書き留める 32 ample 十分な

33 evolve ～を進化させる 33 consumption 消費

34 fascinate ～を魅了する（～にうっとりする） 34 mental 心の

35 大聖堂 cathedral 35 advance 進む

36 崩れる give way 36 sane 正気の（健全な）

37 in full 全部 37 facility 設備

38 わずかな slight 38 to the front 前線に

39 花束 bouquet 39 cathedral 大聖堂

40 be acquainted with～ ～と知り合いである 40 be on the move 動いて（発展して）

41 exhaustion 消耗 41 homogeneous 同種の

42 deadline 締切 42 creep 忍び足で歩く

43 消費 consumption 43 tropical 熱帯の

44 dub ～を吹き替える 44  convertible 変えられる（改造できる）

45 adequate 十分な（適した） 45 give way 崩れる

46 for good 永久に 46 pass away 亡くなる（過ぎ去る）

47 忍び足で歩く creep 47 riot 暴動

48 diminish ～を減らす 48 specific 明確な（特定の）

曲順問題 ランダム問題



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
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