
英検3～5級／Hello,Again～昔からある場所～

1 子猫 kitten 1 minute 1分
2 捕らえられる take 2 attend 出席する
3 show ～を見せる 3 be back 戻る
4 飛ぶ fly 4 believe 信じる
5 混ぜる mix 5 both 両方
6 pull 引く 6 build 建てる/築く

7 one 一つ 7 care about ～気遣う
8 over ～の上に 8 dear 親愛なる～
9 host 主人 9 die if ～で死ぬ

10 手袋 glove 10 even ～でさえ
11 夢 dream 11 expect ～を期待する
12 笑う laugh 12 fold 折りたたむ
13 solve ～を解く 13 give back ～を返す
14 コップ glass 14 headache 頭痛
15 how to do ～の仕方 15 hold 持つ/強い/握る

16 make 作る 制作する 組み立てます 16 host 主人
17 take 取る・つかむ・抱く・連れてく 17 how to do ～の仕方
18 expect ～を期待する 18 make 作る/制作する/組み立てる

19 build 建てる・築く 19 make noise 音を立てる

20 hold 持つ・握る 20 never 一度も～ない
21 believe 信じる 21 one 一つ

22 surprised 驚いた 22 one of ～の一人
23 fold 折りたたむ 23 outside 外に
24 床 floor 24 over ～の上に

25 even ～でさえ 25 pull 引く
26 イタリア人 Italian 26 push ～を押す
27 1分 minute 27 right away すぐに

28 still まだ 28 show ～を見せる
29 outside 外に 29 solve ～を解く
30 はさみ scissors 30 sorry 気の毒に思って

31 yet もう/まだ～ない 31 still まだ
32 push ～を押す 32 surprised 驚いた
33 attend 出席する 33 take 取る/つかむ/抱く/連れてく

34 sorry 気の毒に思って 34 than ～よりも

35 never 一度も～ない 35 yet もう/まだ～ないです

36 dear 親愛なる～ 36 Italian イタリア人

37 make noise 音を立てる 37 glass コップ
38 階段 stair 38 scissors はさみ
39 headache 頭痛 39 stair 階段
40 自分の own 40 on vacation 休暇
41 味 taste 41 mix 混ぜる

42 both  ～は両方 42 kitten 子猫
43 than ～よりも 43 own 自分の
44 図書館員  librarian 44 glove 手袋
45 祖母 grandmother 45 floor 床

46 休暇 on vacation 46 laugh 笑う

47 care about ～気遣う 47  librarian 図書館員
48 right away すぐに 48 grandmother 祖母
49 die if ～で死ぬ 49 fly 飛ぶ
50 be back 戻るのよ 50 take 捕らえられる
51 one of ～の一人 51 taste 味
52 give back ～を返す 52 dream 夢

曲順問題 ランダム問題


