
 

5000 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. ・prohibit □  a. 閉じる b. 吸収する 

  ・absurd □ c. ばかげた d. 禁止する 

  ・shudder □ e. 習慣 f. 身震いする 

 

2. ・hostage □ a. 破壊する b. 主人 

  ・demolish □ c. おじぎする d. 悪魔の 

  ・vow □ e. 人質 f. 誓う 

 

3. ・humble □ a. 謙遜した b. 補完するもの 

  ・vicious □ c. 悪意のある d. 賛辞 

  ・complement □ e. もぐもぐ言う f. 野心のある 

 

4. ・digest □ a. 豆 b. 消化する 

 ・blush □ c. 穀物の d. 腎臓 

  ・kidney □ e. 磨く f. 赤面する 

 

5. ・imminent □ a. まぶしい b. 機会 

  ・oppression □ c. 反対 d. 名声のある 

  ・prestigious □ e. 抑圧 f. 差し迫った 

 

6. ・dubious □ a. 強制の b. 抑圧 

  ・mandatory □ c. 製造 d. 甘やかす 

  ・indulge □ e. 疑わしい f. だるい  

 

7. ・agony □ a. 王政 b. 傲慢な 

  ・monarchy □ c. 共同体 d. 穏やかな  

  ・immune □ e. 苦痛 f. 免疫がある 

 

（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！5000 語レベル(2)にチャレンジしましょう！ 

 



                

 

5000 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. ・inhabit □ a. 住む b. 宣言する 

  ・boast □ c. 文句を言う d. 禁止する 

  ・proclaim □ e. 自慢する f. 予言する 

 

2. ・contempt □ a. 誘惑 b. 内容 

  ・static □ c. 統計 d. 器具 

  ・apparatus □ e. 静的な f. 軽蔑 

 

3. ・deficiency □ a. 控えめな b. 悪名高い 

  ・notorious □ c. 慈悲深い d. ゆっくりした 

  ・formidable □ e. 欠乏 f. 恐ろしい 

 

4. ・inferior □ a. 劣った b. ずるい 

 ・clerical □ c. しっかりした d. 名ばかりの  

  ・nominal □ e. 有名な f. 事務の 

 

5. ・tilt □ a. 繁栄する b. 阻止する 

  ・deter □ c. 変える d. ささやく 

  ・thrive □ e. 傾ける f. あがく 

 

6. ・meadow □ a. おとり b. 未亡人 

  ・cemetery □ c. 特徴 d. 信条 

  ・trait □ e. 墓地 f. 牧草地 

 

7. ・ample □ a. 十分な b. 液体  

  ・testimony □ c. 学芸員 d. 運命  

  ・artillery □ e. 証言 f. 大砲 

 

（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！5000 語レベル(3)にチャレンジしましょう！ 



 

 

5000 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. ・conform □ a. 議論する b. 確認する 

  ・divert □ c. 延期する d. 従う  

  ・postpone □ e. 投函する f. そらす 

 

2. ・prosperity □ a. 予想 b. 繁栄 

  ・courtesy □ c. 怒り d. 静けさ 

  ・outrage □ e. 礼儀正しさ f. 外側 

 

3. ・resentment □ a. 落ち着いた b. 群れ 

  ・herd □ c. 適度な d. 広場 

  ・moderate □ e. 憤り f. 近代的な 

 

4. ・pledge □ a. 迷惑 b. 固い約束 

 ・nuisance □ c. 誇り d. 憂鬱な  

  ・appalling □ e. ひどい f. 目立つ 

 

5. ・strive □ a. よく考える b. 飢える 

  ・reconcile □ c. さまよう d. ほえる 

  ・roar □ e. 和解させる f. 努力する 

 

6. ・axis □ a. 子孫 b. 接合 

  ・injunction □ c. 命令 d. 時代遅れの 

  ・offspring □ e. 軸 f. 注射 

 

7. ・soar □ a. 裂く b. 変装させる  

  ・distort □ c. 痛む d. ゆがめる  

  ・disguise □ e. 罵る f. 舞い上がる 

 

                         （18問以上正解＝合格） 

  □  残念ながら不合格。後日再チャレンジして下さい。 

  □  合格です。おめでとうございます！！ 

Your Score 



 

 

5000 語レベル (1)解答 
 

1. ・prohibit □  d. 禁止する  

  ・absurd □ c. ばかげた  

  ・shudder □ f. 身震いする  

 

2. ・hostage □ e. 人質  

  ・demolish □ a. 破壊する  

  ・vow □ f. 誓う  

 

3. ・humble □ a. 謙遜した  

  ・vicious □ c. 悪意のある  

  ・complement □ b. 補完するもの  

 

4. ・digest □ b. 消化する  

 ・blush □ f. 赤面する  

  ・kidney □ d. 腎臓  

 

5. ・imminent □ f. 差し迫った  

  ・oppression □ e. 抑圧  

  ・prestigious □ d. 名声のある  

 

6. ・dubious □ e. 疑わしい  

  ・mandatory □ a. 強制の  

  ・indulge □ d. 甘やかす   

 

7. ・agony □ e. 苦痛  

  ・monarchy □ a. 王政  

  ・immune □ f. 免疫がある  

 

 

 

 

 



 

5000 語レベル (２)解答 
 

 

1. ・inhabit □ a. 住む  

  ・boast □ e. 自慢する  

  ・proclaim □ b. 宣言する  

 

2. ・contempt □ f. 軽蔑  

  ・static □ e. 静的な  

  ・apparatus □ d. 器具  

 

3. ・deficiency □ e. 欠乏  

  ・notorious □ b. 悪名高い  

  ・formidable □ b. 悪名高い  

 

4. ・inferior □ a. 劣った  

 ・clerical □ f. 事務の  

  ・nominal □ d. 名ばかりの  

 

5. ・tilt □ e. 傾ける  

  ・deter □ b. 阻止する  

  ・thrive □ a. 繁栄する  

 

6. ・meadow □ f. 牧草地  

  ・cemetery □ e. 墓地  

  ・trait □ c. 特徴  

 

7. ・ample □ a. 十分な  

  ・testimony □ e. 証言  

  ・artillery □ f. 大砲  

 

 

 

 



 

5000 語レベル (３)解答 
 

 

1. ・conform □ d. 従う  

  ・divert □ f. そらす   

  ・postpone □ c. 延期する  

 

2. ・prosperity □ b. 繁栄  

  ・courtesy □ e. 礼儀正しさ  

  ・outrage □ c. 怒り  

 

3. ・resentment □ e. 憤り  

  ・herd □ b. 群れ  

  ・moderate □ c. 適度な  

 

4. ・pledge □ b. 固い約束  

 ・nuisance □ a. 迷惑  

  ・appalling □ e. ひどい  

 

5. ・strive □ f. 努力する  

  ・reconcile □ e. 和解させる  

  ・roar □ d. ほえる  

 

6. ・axis □ e. 軸  

  ・injunction □ c. 命令  

  ・offspring □ a. 子孫  

 

7. ・soar □ f. 舞い上がる  

  ・distort □ d. ゆがめる  

  ・disguise □ b. 変装させる  

 

 

 

 


