
英検3～5級／HOTEL PACIFIC

1 制度 system 1 left 左
2 線 line 2 plan 予定
3 go for a walk 散歩行く 3 jump ジャンプ
4 be filled with ～でいっぱい 4 coach コート
5 funny おかしい 5 be known to ～に知られている
6 add ～を加える 6 toy おもちゃ
7 disappear 存在しなくなる 7 hospital 病院
8 storm 嵐 8 photo 写真
9 腕 arm 9 line 線
10 address 住所 10 funny おかしい
11 耳 ear 11 fence 囲い
12 photo 写真 12 lose one's way 道に迷う
13 自転車 bike 13 store 店
14 囲い fence 14 see ～に会う
15 食事 meal 15 go for a walk 散歩行く
16 底 bottom 16 add ～を加える
17 hurricane ハリケーン 17 fine 元気な
18 何か something 18 castle 城
19 camp キャンプ 19 movie 映画
20 城 castle 20 lucky ラッキー
21 jump ジャンプ 21 hurricane ハリケーン
22 熱 fever 22 system 制度
23 日没 sunset 23 steak ステーキ
24 toy おもちゃ 24 beautiful 美しい
25 下級の junior 25 bike 自転車
26 doughnut ドーナツ 26 sunset 日没
27 beautiful 美しい 27 fever 熱
28 come true 実現する 28 right 右
29 be known to ～に知られている 29 elephant ゾウ
30 be pleased to do ～してうれしい 30 daily 毎日の
31 be scared of ～を恐れる 31 simple 簡単な
32 take lessons レッスンを受ける 32 doughnut ドーナツ
33 lose one's way 道に迷う 33 sure 確かな
34 tight きつい 34 take lessons レッスンを受ける
35 ゴミ garbage 35 part 部分
36 soldier 軍人 36 camp キャンプ
37 lucky ラッキー 37 question 質問
38 simple 簡単な 38 last 続く
39 cookie クッキー 39 address 住所
40 daily 毎日の 40 arm 腕
41 generation 世代 41 dictionary 辞書
42 辞書 dictionary 42 be filled with ～でいっぱい
43 ready 準備ができて 43 soldier 軍人
44 right 右 44 ready 準備ができて
45 left 左 45 ear 耳
46 質問 question 46 generation 世代
47 see ～に会う 47 bottom 底
48 sure 確かな 48 practice 練習
49 steak ステーキ 49 meal 食事
50 fine 元気な 50 something 何か
51 coach コート 51 get  home 帰宅する
52 続く last 52 tight きつい
53 elephant ゾウ 53 garbage ゴミ
54 店 store 54 be scared of ～を恐れる
55 movie 映画 55 be pleased to do ～してうれしい
56 part 部分 56 storm 嵐
57 plan 予定 57 junior 下級の
58 練習 practice 58 disappear 存在しなくなる
59 病院 hospital 59 cookie クッキー
60 get  home 帰宅する 60 come true 実現する

曲順問題 ランダム問題


