
英検3～5級／Tomorrow never knows

1 sound ～に聞こえる 1 convenience 便利さ

2 win ～に勝つ 2 well 元気な

3 musical ミュージカル 3 boil ～をゆでる

4 miss ～に乗り遅れる 4 sick 気分が悪い

5 put ～を置く 5 expensive 高価な

6 move ～を移り住む 6 take a picture 写真撮る

7 travel to ～旅行する 7 talk on the phone 電話で話す

8 talk on the phone 電話で話す 8 end 終わり

9 introduce A to B AをBに紹介する 9 war war 戦争

10 このように like this 10 close 近い

11 計画 project 11 in those days その当時は

12 高価な expensive 12 burn 燃える

13 夫 husband 13 be in a hurry あわてている

14 alive 生きている 14 free 無料も

15 less より少ない（littleの比較級） 15 wood 木材

16 concert 演奏会 16 discover ～を発見する

17 主な main 17 performance 演技

18 試験 exam 18 concert 演奏会

19 fill in ～ に記入する 19 touch ～に触る

20 in those days その当時は 20 language 言語

21 control ～を制御する 21 put ～を置く

22 boil ～をゆでる 22 win ～に勝つ

23 touch ～に触る 23 exam 試験は

24 hang ～を掛ける 24 everywhere どこでも

25 何か something 25 something 何か

26 rocket ロケット 26 nature 自然

27 準備する prepare 27 road 道

28 discover ～を発見する 28 type 型

29 型 type 29 move ～を移り住む

30 rest 休息 30 rocket ロケット

31 wood 木材 31 like this このように

32 南の southern 32 husband 夫

33 燃える burn 33 less より少ない（littleの比較級）

34 どこでも everywhere 34 alive 生きている

35 暇な free 35 southern 南の

36 無料も free 36 travel to ～旅行する

37 元気な well 37 dish 料理

38 自然 nature 38 main 主な

39 in the middle of ～の真ん中 39 actor 俳優

40 あわてている be in a hurry 40 in the middle of ～の真ん中

41 hear from ～から便りある 41 project 計画

42 take a picture 写真撮る 42 ice 氷

43 色 color 43 hang ～を掛ける

44 機械 machine 44 color 色

45 近い close 45 free 暇な

46 便利さ convenience 46 hear from ～から便りある

47 sick 気分が悪い 47 fill in ～ に記入する

48 道 road 48 musical ミュージカル

49 俳優 actor 49 office 事務所

50 war war 戦争 50 secret 秘密

51 秘密 secret 51 introduce A to B AをBに紹介する

52 言語 language 52 miss ～に乗り遅れる

53 演技 performance 53 sound ～に聞こえる

54 料理 dish 54 control ～を制御する

55 終わり end 55 machine 機械

56 氷 ice 56 rest 休息

57 事務所 office 57 prepare 準備する

曲順問題 ランダム問題


