
英検3～5級／365日の紙飛行機

1 私のもの mine 1 more もっと多い
2 旅行者 traveler 2 kick 蹴る
3 外国人 foreigner 3 very とても
4 keep ～を持ち続ける 4 keep ～を持ち続ける
5 誰も～ない nobody 5 kindly 親切に
6 仕事中の at work 6 may ～してもよい
7 get out of ～から出る 7 its それの
8 何か anything 8 many time 何回も
9 角に on the corner 9 pants ズボン

10 一種の～ a kind of 10 her 彼女の
11 私自身 myself 11 everybody 誰でも
12 誰でも everybody 12 Mt. 山
13 交差点 crossing 13 at work 仕事中の
14 交差道路 crossroad 14 nobody 誰も～ない
15 go for a drive ドライブに行く 15 in ～の中へ
16 some いくつかの 16 a kind of 一種の～
17 kick 蹴る 17 course 科目
18 紙幣 note 18 no 少しも～ない
19 from ～から 19 crossing 交差点
20 誰か somebody 20 crossroad 交差道路
21 ズボン pants 21 so とても
22 喜び joy 22 down 下へ
23 Mrs. 既婚女性 23 Mrs. 既婚女性
24 table tennis 卓球 24 traveler 旅行者
25 many of たくさんの～ 25 No.～ ～番
26 親切に kindly 26 mine 私のもの
27 ますます多くの more and more 27 too ～もまた
28 more もっと多い 28 some いくつかの
29 before ～する前に 29 anything 何か
30 all over ～の中で 30 them 彼らを
31 hear about ～について聞く 31 goods 商品
32 return to ～に戻る 32 go for a drive ドライブに行く
33 彼らを them 33 game 遊び
34 彼女の her 34 on ～の上に
35 とても very 35 rat ネズミ
36 遊び game 36 note 紙幣
37 外へ out 37 lady 女の人
38 Mr. 男性 38 joy 喜び
39 いつかは sometime 39 from ～から
40 何回も many time 40 time 時刻
41 floor ～階 41 below ～の下に
42 当時は at that time 42 we 私たちは
43 等しい equal 43 sometime いつかは
44 ネズミ rat 44 many of たくさんの～
45 lady 女の人 45 till ～まで
46 nothing 何も～ない 46 out 外へ
47 in ～の中へ 47 return to ～に戻る
48 on ～の上に 48 floor ～階
49 時刻 time 49 me 私を
50 by ～のそばに 50 foreigner 外国人
51 Mt. 山 51 before ～する前に
52 商品 goods 52 get out of ～から出る
53 may ～してもよい 53 on the corner 角に
54 科目 course 54 equal 等しい
55 私を me 55 one of～ ～のうちの一つ
56 a 一つの 56 nothing 何も～ない
57 私たちは we 57 table tennis 卓球
58 下へ down 58 at that time 当時は
59 below ～の下に 59 more and more ますます多くの
60 no 少しも～ない 60 hear about ～について聞く
61 one of～ ～のうちの一つ 61 Mr. 男性
62 till ～まで 62 all over ～の中で
63 とても so 63 a 一つの
64 他の～ ～else 64 ～else 他の～
65 それの its 65 by ～のそばに
66 too ～もまた 66 myself 私自身
67 No.～ ～番 67 somebody 誰か
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