
英検3～5級／どんなときも

1 いろいろな different 1 look like ～のように見える

2 性格 personality 2 rest area 休憩所

3 うれしい glad 3 chase 追いかける

4 便りをもらう hear 4 lake 湖

5 逃げ出す run away 5 creative 独創的な

6 野生の wild 6 century 世紀

7 thanks to ～のおかげで 7 popular 人気ある

8 would like to ～したい 8 glad うれしい

9 腹を立てている upset 9 upset 腹を立てている

10 一緒に together 10 something 何か

11 数千の thousands of 11 hear 便りをもらう

12 握手する shake hands 12 direct 率直な

13 休憩所 rest area 13 newspaper 新聞

14 二回 twice 14 soon すぐに

15 so だから 15 medicine 薬

16 何か something 16 thanks to ～のおかげで

17 すぐに soon 17 follow ～に従う

18 follow ～に従う 18 so だから

19 パン職人 baker 19 twice 二回

20 独創的な creative 20 hobby 趣味

21 独りで alone 21 be able to ～できる

22 違い difference 22 price 料金

23 世紀 century 23 would like to ～したい

24 森林 forest 24 an hour 1時間につき

25 率直な direct 25 easily 簡単に

26 be able to ～できる 26 different いろいろな

27 追いかける chase 27 personality 性格

28 国 country 28 fit ～にぴったり合う

29 いとこ cousin 29 even さらに

30 簡単に easily 30 country 国

31 趣味 hobby 31 cousin いとこ

32 起こる happen 32 difference 違い

33 健康 health 33 alone 独りで

34 重い heavy 34 shade 日陰

35 日陰 shade 35 together 一緒に

36 新聞 newspaper 36 wild 野生の

37 agree with ～に賛成する 37 thousands of 数千の

38 1時間につき an hour 38 reach ～を伸ばす

39 人気ある popular 39 health 健康

40 一度 once 40 forest 森林

41 薬 medicine 41 silent 静かな

42 重要な important 42 agree with ～に賛成する

43 look like ～のように見える 43 heavy 重い

44 野原 field 44 far 遠い

45 fit ～にぴったり合う 45 once 一度

46 たとえば for example 46 follow ～に従う

47 follow ～に従う 47 field 野原

48 他の other 48 shake hands 握手する

49 料金 price 49 other 他の

50 reach ～を伸ばす 50 probably たぶん

51 静かな silent 51 happen 起こる

52 完璧に perfectly 52 important 重要な

53 遠い far 53 run away 逃げ出す

54 さらに even 54 for example たとえば

55 湖 lake 55 perfectly 完璧に

56 たぶん probably 56 baker パン職人

曲順問題 ランダム問題


