
英検3～5級／Have a nice day

1 in the future 将来 1 in the future 将来
2 in front of ～の前に 2 in front of ～の前に
3 石 stone 3 石 stone
4 晴れた clear 4 晴れた clear
5 throw 投げる 5 throw 投げる
6 popcorn ポップコーン 6 popcorn ポップコーン
7 after ～の後に 7 after ～の後に
8 peanut ピーナツ 8 peanut ピーナツ
9 豚 pig 9 豚 pig
10 soap 石鹸 10 soap 石鹸
11 enjoy doing ～するのが好きだ 11 enjoy doing ～するのが好きだ
12 because of ～が原因で 12 because of ～が原因で
13 stay with ～のところに泊まる 13 stay with ～のところに泊まる
14 each めいめい 14 each めいめい
15 beef 牛肉 15 beef 牛肉
16 a.m 午前何時 16 a.m 午前何時
17 p.m 午後 17 p.m 午後
18 お互いに each other 18 お互いに each other
19 幸福 happily 19 幸福 happily
20 through ～を通って 20 through ～を通って
21 毎月 monthly 21 毎月 monthly
22 今でも still 22 今でも still
23 anybody 誰か 23 anybody 誰か
24 yourself あなた自身 24 yourself あなた自身
25 確かに certainly 25 確かに certainly
26 王子 prince 26 王子 prince
27 ひつじ sheep 27 ひつじ sheep
28 詩 poem 28 詩 poem
29 so それで 29 so それで
30 niece めい 30 niece めい
31 第一日目 on the first day 31 第一日目 on the first day
32 themselves 彼ら自身 32 themselves 彼ら自身
33 花びん vase 33 花びん vase
34 夢 dream 34 夢 dream
35 型 style 35 型 style
36 花 blossom 36 花 blossom
37 池 pond 37 池 pond
38 heart 心臓 38 heart 心臓
39 railroad 鉄道 39 railroad 鉄道
40 race 競走 40 race 競走
41 運 luck 41 運 luck
42 技師 engineer 42 技師 engineer
43 コショウ pepper 43 コショウ pepper
44 10代若者 teenager 44 10代若者 teenager
45 most of all 中でも 45 most of all 中でも
46 ある日 one day 46 ある日 one day
47 硬貨 coin 47 硬貨 coin
48 just then ちょうどその時 48 just then ちょうどその時
49 乾いた dry 49 乾いた dry
50 itself それ自身 50 itself それ自身
51 churchは 教会 51 churchは 教会
52 シマウマ zebra 52 シマウマ zebra
53 劇 drama 53 劇 drama
54 表 list 54 表 list
55 鶏肉 chicken 55 鶏肉 chicken
56 地球 earth 56 地球 earth
57 ヘビ snake 57 ヘビ snake
58 客 guest 58 客 guest
59 South America 南アメリカ 59 South America 南アメリカ
60 はちみつ honeyで 60 はちみつ honeyで
61 海 sea 61 海 sea
62 forever 永久に 62 forever 永久に
63 some day いつか 63 some day いつか
64 電話 Tel 64 電話 Tel
65 by ～で 65 by ～で
66 shall ～しましょうか 66 shall ～しましょうか
67 ago ～前に 67 ago ～前に
68 乾燥機 dryer 68 乾燥機 dryer
69 楽団 band 69 楽団 band
70 くじら whale 70 くじら whale
71 消しゴム eraser 71 消しゴム eraser
72 会館 hall 72 会館 hall
73 電灯 light 73 電灯 light
74 彼は he 74 彼は he
75 早く early 75 早く early
76 South Africa 南アフリカ 76 South Africa 南アフリカ
77 fire engine 消防車 77 fire engine 消防車
78 運動場 ground 78 運動場 ground
79 流行 fashion 79 流行 fashion
80 him 彼を 80 him 彼を
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