
英検５級／これが私の生きる道

1 生徒 student 1 生徒 student
2 犬 dog 2 犬 dog
3 ネコ cat 3 ネコ cat
4 本 book 4 本 book
5 イス chair 5 イス chair
6 店 store 6 店 store
7 baseball 野球 7 baseball 野球
8 鳥 bird 8 鳥 bird
9 basketball バスケットボール 9 basketball バスケットボール
10 soccer サッカー 10 soccer サッカー
11 tennis テニス 11 tennis テニス
12 badminton バドミントン 12 badminton バドミントン
13 sport スポーツ 13 sport スポーツ
14 cafeteria カフェテリア 14 cafeteria カフェテリア
15 sandwich サンドウィッチ 15 sandwich サンドウィッチ
16 soup スープ 16 soup スープ
17 pizza ピザ 17 pizza ピザ
18 humburger ハンバーガー 18 humburger ハンバーガー
19 restaurant レストラン 19 restaurant レストラン
20 cut ～を切る 20 cut ～を切る
21 work 働く 21 work 働く
22 buy ～を買う 22 buy ～を買う
23 watch ～を見る・腕時計 23 watch ～を見る・腕時計
24 come 来る 24 come 来る
25 run 走る 25 run 走る
26 swim 泳ぐ 26 swim 泳ぐ
27 live 住む 27 live 住む
28 wash ～を洗う 28 wash ～を洗う
29 love ～が大好きだ 29 love ～が大好きだ
30 jump ジャンプ 30 jump ジャンプ
31 like A very Ａが大好きだ 31 like A very Ａが大好きだ
32 立つ stand 32 立つ stand
33 small 小さい 33 small 小さい
34 meat 肉 34 meat 肉
35 banana バナナ 35 banana バナナ
36 dessert デザート 36 dessert デザート
37 orange オレンジ 37 orange オレンジ
38 door ドア 38 door ドア
39 pen ペン 39 pen ペン
40 test テスト 40 test テスト
41 pet ペット 41 pet ペット
42 volleyball バレーボール 42 volleyball バレーボール
43 party パーティ 43 party パーティ
44 dance ダンス 44 dance ダンス
45 violin バイオリン 45 violin バイオリン
46 guitar ギター 46 guitar ギター
47 table テーブル 47 table テーブル
48 camera カメラ 48 camera カメラ
49 coffee コーヒー 49 coffee コーヒー
50 ice cream アイスクリーム 50 ice cream アイスクリーム
51 cake ケーキ 51 cake ケーキ
52 juice ジュース 52 juice ジュース
53 chocolate チョコレート 53 chocolate チョコレート
54 supermarket スーパ－マーケット 54 supermarket スーパ－マーケッ
55 fruit 果物 55 fruit 果物
56 川 river 56 川 river
57 blackboard 黒板 57 blackboard 黒板
58 bank 銀行 58 bank 銀行
59 歯 tooth 59 歯 tooth
60 トマト tomate 60 トマト tomate

曲順問題 ランダム問題


