
英検3～5級／ありがとう

1 invent ～を発明する 1 enjoyable 楽しい
2 flight 飛行機の便 2 all すべてのもの
3 costume 衣装 3 foreign 外国の
4 damage 損害 4 each それぞれの
5 年配の elderly 5 discount 割引
6 男性の male 6 be ready to do ～する準備ができてる
7 女性の female 7 be…famous for ～で有名です
8 最新の latest 8 symbol 象徴
9 象徴 symbol 9 dining 食事
10 免許 license 10 boring 退屈な
11 すぐに right now 11 elderly 年配の
12 kill 殺す 12 human 人間の
13 熱心に hard 13 continent 大陸
14 ふたたび again 14 familiar 聞きなれた
15 大陸 continent 15 sleep 眠る
16 理科 science 16 herself 彼女自身を
17 曇った cloudy 17 state 州
18 dining 食事 18 hard 熱心に
19 絵を描くこと painting 19 nephew おい
20 彼女自身を herself 20 flight 飛行機の便
21 外国の foreign 21 athlete スポーツ選手
22 伝言 message 22 sail 後悔する
23 空腹の hangry 23 message 伝言
24 それぞれの each 24 recycle ～を再利用する
25 nervous 緊張した 25 right now すぐに
26 arrive 到着する 26 science 理科
27 図書館 library 27 TRUE 本当の
28 大部分の most 28 perfect 完全な
29 すべてのもの all 29 cloudy 曇った
30 athlete スポーツ選手 30 costume 衣装
31 楽しい enjoyable 31 male 男性の
32 退屈な boring 32 exciting わくわくさせる
33 ceiling 天井 33 shoot ～を撃つ
34 cancel ～を取り消す 34 wonderful すばらしい
35 人間の human 35 asleep 眠って
36 本当の TRUE 36 library 図書館
37 割引 discount 37 hangry 空腹の
38 realize 気づく 38 kill 殺す
39 asleep 眠って 39 explain ～を説明する
40 後悔する sail 40 license 免許
41 わくわくさせる exciting 41 easily 簡単に
42 state 州 42 interesting 面白い
43 おい nephew 43 offer ～を提供する
44 sleep 眠る 44 celebrate ～を祝い
45 around およそ 45 arrive 到着する
46 difficult 難しい 46 realize 気づく
47 celebrate ～を祝い 47 judge ～を判断する
48 すばらしい wonderful 48 latest 最新の
49 ２階へ upstairs 49 behind ～の後ろに
50 be ready to do ～する準備ができてる 50 most 大部分の
51 be…famous for ～で有名です 51 female 女性の
52 recycle ～を再利用する 52 painting 絵を描くこと
53 offer ～を提供する 53 cancel ～を取り消す
54 behind ～の後ろに 54 difficult 難しい
55 familiar 聞きなれた 55 damage 損害
56 shoot ～を撃つ 56 again ふたたび
57 explain ～を説明する 57 invent ～を発明する
58 judge ～を判断する 58 around およそ
59 完全な perfect 59 upstairs ２階へ
60 簡単に easily 60 nervous 緊張した
61 面白い interesting 61 ceiling 天井

曲順問題 ランダム問題


