
英検3～5級／ぼくらが旅に出る理由

1 be in trouble 困ってる 1 in spite of  ～にもかかわらず

2 both of ～の両方とも 2 smile at ～にほほ笑む

3 both A and B ＡとＢの両方 3 get excited 興奮する

4 for a long time 長い間 4 both A and B ＡとＢの両方

5 more than ～より多い 5 be worried about  ～を心配してる

6 make a speech スピーチする 6 be different from ～と違う

7 walk along ～に沿って歩く 7 a couple of ２つの

8 depend on ～次第である 8 a friend of mine 私の友達の一人

9 one after another は次々に 9 one after another 次々に

10 on the other hand 一方では 10 say hello to ～によろしく伝える

11 receive a prize 賞受ける 11 more than ～より多い

12 in time  ～に間に合って 12 go straight まっすぐに行く

13 neither A nor B ＡもＢもない 13 this way こちらの方向へ

14 graduate from ～を卒業する 14 depend on ～次第である

15 go straight まっすぐに行く 15 graduate from ～を卒業する

16 午前中に in the morning 16 be familiar with ～をよく知ってる

17 be at home 家にいる 17 be at home 家にいる

18 say hello to ～によろしく伝える 18 help A with ～Ａの～を手伝う

19 get out of ～から出る 19 enjoy oneself 楽しむ

20 in a group グループで 20 fill up ～でいっぱいになる

21 help A with ～Ａの～を手伝う 21 neither A nor B ＡもＢもない

22 take a look at  ～を見る 22 for a long time 長い間

23 smile at ～にほほ笑む 23 A as well as B Bと同様にAも

24 suffer from ～に苦しむ 24 no more これ以上の～はない

25 be familiar with ～をよく知ってる 25 suffer from ～に苦しむ

26 no more は これ以上の～はない 26 make a speech スピーチする

27 get excited 興奮する 27 prepare for ～の準備する

28 fill up ～でいっぱいになる 28 such a そのような～

29 prepare for ～の準備する 29 get out of ～から出る

30 such a そのような～ 30 even if ～たとえ～でも

31 be busy with ～で忙しい 31 on the other hand 一方では

32 enjoy oneself 楽しむよ 32 both of ～の両方とも

33 in spite of  ～にもかかわらず 33 be in trouble 困ってる

34 a friend of mine 私の友達の一人 34 walk along ～に沿って歩く

35 be worried about  ～を心配してる 35 be covered with  ～でおおわれている

36 be covered with  ～でおおわれている 36 be busy with ～で忙しい

37 be different from ～と違う 37 go on a trip 旅行に出かける

38 a couple of ～は２つので 38 in time  ～に間に合って

39 even if ～たとえ～でも 39 forget to do ～するのを忘れる

40 forget to do ～するのを忘れる 40 in a group グループで

41 sound like  ～のように聞こえる 41 take a look at  ～を見る

42 this way こちらの方向へ 42 in the morning 午前中に

43 A as well as B Bと同様にAも 43 receive a prize 賞受ける

44 go on a trip 旅行に出かける 44 sound like  ～のように聞こえる
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