
英検3～5級／もう恋なんてしない

1 実際は actually 1 fresh 新鮮な
2 いつでも anytime 2 others 他人
3 多数の

large number
of

3 save money 貯金する
4 すでに already 4 get sick 病気になる
5 死ぬ die 5 village 村
6 旅 journey 6 get home 家帰る
7 加わる join 7 ticket 切符
8 困っている in trouble 8 manager 管理人
9 最後 last 9 station 駅
10 駅 station 10 actually 実際は
11 まっすぐ straight 11 promise 約束する
12 旅行者 tourist 12 already すでに
13 訪問者 visitor 13 space 空間
14 まで until 14 graduate 卒業する
15 なぜ why 15 smart 頭がいい
16 理解する understand 16 plant 植物
17 席をとる take a seat 17 go ahead どうぞお先に
18 大学 university 18 thing 物
19 結婚式 wedding 19 suddenly 突然
20 天候 weather 20 journey 旅
21 切符 ticket 21 straight まっすぐ
22 物 thing 22 grade 成績
23 同じ same 23 same 同じ
24 いつもより than usual 24 stay 滞在する
25 take care of 世話をする 25 join 加わる
26 突然 suddenly 26 take the train 電車に乗る
27 空間 space 27 poor 貧しい
28 村 village 28 understand 理解する
29 人気がある popular 29 popular 人気がある
30 貧しい poor 30 why なぜ
31 場所 place 31 grandparents 祖父母
32 植物 plant 32 magic 魔法の
33 理由 reason 33 weather 天候
34 約束する promise 34 place 場所
35 貯金する save money 35 in trouble 困っている
36 電車に乗る take the train 36 anytime いつでも
37 頭がいい smart 37 maybe たぶん
38 誰か someone 38 live long 長生きする
39 妹 little sister 39 information 情報は
40 滞在する stay 40 someone 誰か
41 科学者 scientist 41 visitor 訪問者
42 管理人 manager 42 take a seat 席をとる
43 祖父母 grandparents 43

large number
of

多数の
44 長生きする live long 44 little sister 妹
45 魔法の magic 45 than usual いつもより
46 他人 others 46 university 大学
47 情報は information 47 wedding 結婚式
48 どうぞお先に go ahead 48 take care of 世話をする
49 卒業する graduate 49 until まで
50 新鮮な fresh 50 scientist 科学者
51 家帰る get home 51 reason 理由
52 病気になる get sick 52 last 最後
53 たぶん maybe 53 meaning 意味
54 意味 meaning 54 tourist 旅行者
55 成績 grade 55 die 死ぬ
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