
英検3～5級／EASY COME EASY GO

1 故郷 hometown 1 fill ～を満たす
2 fair 品評会 2 healthy 健康な
3 in front of ～の前で 3 engine エンジン
4 健康な healthy 4 area 地域
5 安全な safe 5 close 近い
6 文化 culture 6 anytime いつでも
7 わくわくしてる excited 7 then それから
8 無料の free 8 gym 体育館
9 将来 future 9 finally ついに
10 fill ～を満たす 10 culture 文化
11 engine エンジン 11 habit 習慣
12 難しい hard 12 enough 十分な
13 問題 matter 13 safe 安全な
14 何年も for many 14 environment 環境
15 それから then 15 because なぜなら
16 そこで there 16 excited わくわくしてる
17 on one's way ～へ行く途中で 17 become ～になる
18 重要な important 18 also ～もまた
19 なぜなら because 19 air ticket 航空券
20 たくさんの lots of 20 crowded 混雑した
21 高さ height 21 by ～までに
22 by ～までに 22 interest 興味
23 近い close 23 there そこで
24 竹 bamboo 24 bamboo 竹
25 建物 building 25 in front of ～の前で
26 地域 area 26 dad 父さん
27 父さん dad 27 problem 問題
28 国 country 28 important 重要な
29 毎週 each week 29 height 高さ
30 誰でも anyone 30 country 国
31 真ん中 center 31 lots of たくさんの
32 生まれる be born 32 since  ～以来
33 別の another 33 prize 商品
34 興味 interest 34 payを 支払う
35 雑誌 magazine 35 grow up 育つ
36 become ～になる 36 for ～のために
37 育つ grow up 37 future 将来
38 環境 environment 38 mom お母さん
39 payを 支払う 39 center 真ん中
40 混雑した crowded 40 another 別の
41 両親 parents 41 be born 生まれる
42 急ぐ hurry up 42 barn 納屋
43 ついに finally 43 fair 品評会
44 航空券 air ticket 44 building 建物
45 納屋 barn 45 each week 毎週
46 ふるまう behave 46 for many years 何年も
47 also ～もまた 47 hurry up 急ぐ
48 for ～のために 48 free 無料の
49 習慣 habit 49 magazine 雑誌
50 mom お母さん 50 anyone 誰でも
51 数百の hundreds of 51 matter 問題
52 自然界 nature 52 behave ふるまう
53 問題 problem 53 part 一員
54 一員 part 54 on one's way ～へ行く途中で
55 商品 prize 55 parents 両親
56 いつでも anytime 56 hundreds of 数百の
57 体育館 gym 57 hard 難しい
58 十分な enough 58 nature 自然界
59 since  ～以来 59 hometown 故郷
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