
英検3～5級／もしも運命の人がいるのなら

1 grape ぶどう 1 office 会社
2 王 king 2 temple 神殿
3 水 water 3 curry カレー
4 queen 女王 4 car 車
5 bad 悪い 5 mistake 間違い
6 low 低い 6 life 生命
7 pretty きれいな 7 police station 警察署
8 want ～を欲しがる 8 neck 首
9 soft やわらかい 9 watermelon すいか
10 これ this 10 season 季節
11 あれ that 11 want ～を欲しがる
12 these これら 12 leg 脚
13 those あれら 13 washing machine 洗濯機
14 there そこに 14 world 世界
15 彼らの their 15 elementary school 小学校
16 彼の his 16 mouse ネズミ
17 season 季節 17 ship 船
18 but しかし 18 cherry サクランボ
19 autumn 秋 19 I 私は
20 china 中国で 20 low 低い
21 second 秒 21 those あれら
22 首 neck 22 dish 皿
23 王女 princess 23 wolf オオカミ
24 紳士 gentleman 24 sky 空
25 すいか watermelon 25 his 彼の
26 力 power 26 leader 指導者
27 神殿 temple 27 princess 王女
28 北 north 28 exercise 運動
29 交通 traffic 29 grape ぶどう
30 小学校 elementary school 30 soft やわらかい
31 洗濯機 washing machine 31 bookcase 本棚
32 クマ bear 32 queen 女王
33 あだ名 nickname 33 this これ
34 警察署 police station 34 there そこに
35 cheese チーズ 35 second 秒
36 バラ rose 36 candle ろうそく
37 めがね glasses 37 any いくらかの
38 ペンフレンド pen pal 38 traffic 交通
39 船 ship 39 diary 日記
40 脚 leg 40 gentleman 紳士
41 life 生命 41 glasses めがね
42 会話 conversation 42 saucer 受け皿
43 bookcase 本棚 43 nickname あだ名
44 会社 office 44 hammer かなづち
45 日記 diary 45 egg たまご
46 見知らぬ人 stranger 46 fine 素晴らしい
47 地下鉄 subway 47 salt 塩
48 間違い mistake 48 rose バラ
49 corn トウモロコシ 49 near ～の近くに
50 米 rice 50 pretty きれいな
51 麺類 noodle 51 doll 人形
52 皿 dish 52 subway 地下鉄
53 受け皿 saucer 53 rice 米
54 くじら whale 54 their 彼らの
55 議長 chairperson 55 stranger 見知らぬ人
56 カエル flog 56 but しかし
57 鼻 nose 57 king 王
58 冗談 joke 58 cow 雌牛
59 運動 exercise 59 flog カエル
60 サクランボ cherry 60 that あれ
61 かなづち hammer 61 conversation 会話
62 塩 salt 62 wind 風
63 wolf オオカミ 63 bad 悪い
64 一歩 step 64 think 思う
65 あらゆる every 65 pencil 鉛筆
66 fine 素晴らしい 66 tea 茶
67 カレー curry 67 bear クマ
68 from A to B AからBまで 68 pen pal ペンフレンド
69 風 wind 69 every あらゆる
70 pencil 鉛筆 70 noodle 麺類
71 lemon レモン 71 handkerchief ハンカチ
72 car 車 72 north 北
73 doll 人形 73 the その
74 world 世界 74 do する
75 cow 雌牛 75 cheese チーズ
76 ろうそく candle 76 power 力
77 tea 茶 77 autumn 秋
78 mouse ネズミ 78 these これら
79 rainbow 虹 79 lemon レモン
80 leader 指導者 80 from A to B AからBまで
81 ドイツ Germany 81 nose 鼻
82 ハンカチ handkerchief 82 whale くじら
83 壁 wall 83 china 中国
84 たまご egg 84 Germany ドイツ
85 その the 85 step 一歩
86 sky 空 86 water 水
87 do する 87 joke 冗談
88 いくらかの any 88 she 彼女は
89 think 思う 89 chairperson 議長
90 near ～の近くに 90 wall 壁
91 私は I 91 to ～へ
92 to ～へ 92 corn トウモロコシ
93 彼女は she 93 rainbow 虹
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