
 

2000 語レベル (1) 
左側の３個の単語の意味として一番近いと思うものを右側の語彙群から選んでその番号を記入して下さい。 

制限時間：５分 

 

1. ・severe □ a. 厳しい d. 包む 

 ・ruin □ b. 破壊する e. 蓄える 

 ・wrap □ c. 拾う f. 幻滅する 

 

2. ・enthusiasm □ a. 自由主義  d.  ニコッと笑う 

 ・grin □ b. .穀物 e.  熱中 

 ・predict □ c. 予想する f. 反抗 

 

3. ・consequence □ a. 迷う d. 養子にする 

 ・drift □ b. 漂う e.  賛成する 

 ・approve □ c. 訓練 f.  結果 

 

4. ・remote □ a. 起こる，生じる d.  到着する 

 ・grateful □ b. 遠い e.  感謝している 

 ・arise □ c. 偉大な f. 考え直す 

 

5. ・hesitate □ a. 相続する d.  恐怖 

 ・horror □ b. 名誉 e.  ためらう 

 ・urban □ c. 都会の f. 田舎の 

 

6. ・wander □ a. 歩き回る d.  許可する 

 ・grand □ b. 驚く e.  心配している 

 ・anxious □ c. 壮大な f.  失望する 

 

7. ・purchase □ a. 始める d.  発見 

 ・foundation □ b. 基礎、創立 e.  不動産 

 ・landscape □ c. 景色 f.  購入する 

 

（18問以上正解＝合格） 

    Your Score        □残念ながら不合格 (;;) 後日再チャレンジ！ 

                     □合格！2000 語(2)にチャレンジしましょう！ 



 

2000 語レベル (2) 
左側の３個の単語の意味として一番近いと思うものを右側の語彙群から選んでその番号を記入して下さい。 

制限時間：５分 

 

1. ・conscious □ a 意識のある d.（田舎の）小屋 

 ・cottage □ b. 量、 e. 良心 

 ・quantity □ c. 真綿 f. 質 

 

2. ・raw □ a. 畜牛、家畜 d. 列 

 ・cattle □ b. 生の、自然の e. 子猫 

 ・approve □ c. 承認する f. 達成する 

 

3. ・participate □ a. 経験する d. 部分的に 

 ・afterward □ b. 許可 e. 追いかける  

 ・permission □ c. あとで、そのあと f. 参加する 

 

4. ・smart □ a. 宝石 d. 適合させる 

 ・adapt □ b. 忙しい e. 賢い  

 ・jail □ c. 採用する f. 刑務所 

 

5. ・hire □ a. 借りる d. 雇う 

 ・initial □ b. 名前の e. 時代 

 ・era □ c. 最初の f. 耳 

 

6. ・proceed □ a. 痛い d. 参加する 

 ・strict □ b. 確かな e. 進む 

 ・fate □ c. 運命 f. 厳しい 

 

7. ・chamber □ a. トンネル d. 大いに喜ばせる 

 ・tribe □ b. 部屋 e. 部族 

 ・delight □ c. 軽くする f. 部長 

 

（18問以上正解＝合格） 

    Your Score        □残念ながら不合格 (;;) 後日再チャレンジ！  

 □合格！2000 語(3)にチャレンジしましょう！ 



 

2000 語レベル (3) 
左側の３個の単語の意味として一番近いと思うものを右側の語彙群から選んでその番号を記入して下さい。 

制限時間：５分 

 

1.   ・trend               □                      a. 傾向            d.  部員 

・clue                 □                        b.  手がかり       e. 現在の 

・capacity            □                         c.  代表          f.  収容能力 

 

2.   ・accurate            □                         a. 加速する       d.  正確な 

・clay                 □                         b. 断る           e.  従う 

・obey               □                         c.  粘土           f.  反対する 

 

3.   ・liberty              □                         a.  簡単な           d. 納得させる 

・convince            □                         b.  急な            e. 自由 

・enormous           □                         c.  図書館          f. 巨大な 

 

4.   ・target               □                        a. じっと見つめる d.目標 

・gaze               □                         b.  ぼんやりとした e. 熊 

・bare                □                        c.  むき出しの      f. やさしい 

 

5.   ・income             □                          a. 収入            d.  車 

・contemporary       □                          b.  同世代の      e. 勇気 

・opponent           □                          c. 敵             f.  現在の  

 

6.   ・myth                □                          a. 神話            d.  みじめな 

・false               □                          b.  違った        e. まじめな 

・forgive             □                          c. 許す            f.  忘れる 

 

7.   ・restore             □                          a. 回復する      d.  悩ます 

・capture              □                          b.  逮捕する      e.  抵抗する  

・disturb              □                          c. 主張する       f.  妨げる 

 

（18問以上正解＝合格） 

    Your Score           □  残念ながら不合格(;;) 後日再チャレンジして下さい！ 

                     □  合格！今度は 3000 語にチャレンジしましょう！ 



 

 

2000 語レベル (1)解答 
左側の３個の単語の意味として一番近いと思うものを右側の語彙群から選んでその番号を記入して下さい。 

制限時間：５分 

 

1. ・severe □   a. 厳しい     

 ・ruin □   b. 破壊する  

 ・wrap □   d. 包む  

 

2. ・enthusiasm □   e. 熱中  

 ・grin □      d. ニコッと笑う   

 ・predict □      c. 予想する  

 

3. ・consequence □      f. 結果 

 ・drift □      b. 漂う  

 ・approve □      e. 賛成する  

 

4. ・remote □      b. 遠い  

 ・grateful □      e. 感謝している  

 ・arise □      a. 起こる，生じる  

 

5. ・hesitate □      e. ためらう  

 ・horror □      d. 恐怖  

 ・urban □      c. 都会の  

 

6. ・wander □      a. 歩き回る  

 ・grand □      c. 壮大な  

 ・anxious □      e. 心配している  

 

7. ・purchase □      f. 購入する  

 ・foundation □      b. 基礎、創立  

 ・landscape □      c. 景色  

 



 

2000 語レベル (2)解答 
左側の３個の単語の意味として一番近いと思うものを右側の語彙群から選んでその番号を記入して下さい。 

制限時間：５分 

 

1. ・conscious □      a 意識のある    

 ・cottage □      d.（田舎の）小屋  

 ・quantity □      b. 量  

 

2. ・raw □      b. 生の、自然の  

 ・cattle □      a. 畜牛、家畜  

 ・approve □      c. 承認する  

 

3. ・participate □      f. 参加する   

 ・afterward □      c. あとで、そのあと  

 ・permission □      b. 許可   

 

4. ・smart □      e. 賢い   

 ・adapt □      d. 適合させる  

 ・jail □      f. 刑務所  

 

5. ・hire □      d. 雇う  

 ・initial □      c. 最初の  

 ・era □      e. 時代  

 

6. ・proceed □      e. 進む  

 ・strict □      f. 厳しい  

 ・fate □      c. 運命  

 

7. ・chamber □      b. 部屋  

 ・tribe □      e. 部族  

 ・delight □      d. 大いに喜ばせる  

 



 

2000 語レベル (3)解答 
左側の３個の単語の意味として一番近いと思うものを右側の語彙群から選んでその番号を記入して下さい。 

制限時間：５分 

 

1.   ・trend               □         a. 傾向                  

・clue                 □         b.  手がかり    

・capacity            □         f.  収容能力            

 

2.   ・accurate            □         d.  正確な             

・clay                 □         c.  粘土             

・obey               □         e.  従う              

 

3.   ・liberty              □         e. 自由           

・convince            □         d. 納得させる         

・enormous           □         f. 巨大な         

        

4.   ・target               □         d.目標                

・gaze               □         a. じっと見つめる              

・bare                □         c.  むき出しの             

 

5.   ・income             □          a. 収入              

・contemporary       □          b.  同世代の      .   

・opponent           □          c. 敵                

 

6.   ・myth                □          a. 神話            

・false               □          b.  違った          

・forgive             □          c. 許す    

              

7.   ・restore             □         a. 回復する                 

・capture              □         b.  逮捕する                     

・disturb              □          f.  妨げる                  

 

 

 

 


