
英検3～5級／CROSS ROAD

1 look out of ～から外を見る 1 deliver 配達する

2 in return お返しに 2 drive 運転をする

3 happen to do 偶然～する 3 during ～の間

4 海外へ abroad 4 expect ～を予期する

5 walk around 歩き回る 5 firework 花火

6 くつろぐ feel at home 6 fun 楽しみ

7 make a mistake 間違える 7 happen to do 偶然～する

8 need 必要 8 in return お返しに

9 deliver 配達する 9 inside 内側

10 支配人 manager 10 juice ジュース

11 during ～の間 11 leave 置き忘れる

12 千 thousand 12 look out of ～から外を見る

13 drive 運転をする 13 make a mistake 間違える

14 save 節約する 14 must しなければならない

15 leave 置き忘れる 15 need 必要

16 throw 投げつける 16 pick 選ぶ

17 welcome 歓迎する 17 repeat 繰り返す

18 自転車 bicycle 18 ride ～に乗る

19 実験 example 19 save 節約する

20 pick 選ぶ 20 schoolwork 学業

21 回す turn 21 slice 一切れ

22 fun 楽しみ 22 think about doing ～することを考える

23 以前 ago 23 throw 投げつける

24 when ～するとき 24 walk around 歩き回る

25 schoolwork 学業 25 welcome 歓迎する

26 意外な surprising 26 when ～するとき

27 週末に on weekends 27 one another お互い

28 向こう over there 28 feel at home くつろぐ

29 先週 last week 29 almost ほとんど

30 think about doing ～することを考える 30 ago 以前

31 inside 内側 31 surprising 意外な

32 お互い one another 32 lucky 運の良い

33 代わりに instead 33 turn 回す

34 運の良い lucky 34 broken 壊れた

35 巨大な huge 35 abroad 海外へ

36 juice ジュース 36 climate 気候

37 must しなければならない 37 huge 巨大な

38 ride ～に乗る 38 marry 結婚する

39 像 statue 39 over there 向こう

40 firework 花火 40 manager 支配人

41 結婚する marry 41 bicycle 自転車

42 repeat 繰り返す 42 example 実験

43 壊れた broken 43 on weekends 週末に

44 ほとんど almost 44 last week 先週

45 台所 kitchen 45 thousand 千

46 slice 一切れ 46 statue 像

47 expect ～を予期する 47 instead 代わりに

48 気候 climate 48 kitchen 台所

49 廊下 hallway 49 stop by 立ち寄る

50 立ち寄る stop by 50 hallway 廊下

曲順問題 ランダム問題


