
英検3～5級／タマシイレボリューション

1 trade with～ ～と交換する 1 shadow 影

2 be on time 時間通りに 2 comb くし

3 be in bloom 咲いている 3 nod うなずく

4 starve 飢える 4 topic 話題

5 ばかげた silly 5 exciting 興奮させる

6 ゆかいな merry 6 trade with～ ～と交換する

7 勇敢な brave 7 tank 水槽

8 高価な valuable 8 education 教育

9 便利な handy 9 quarrel けんか

10 nod うなずく 10 brotherhood 兄弟関係

11 twist ～をねじる 11 ray 光線

12 これ以上～ない not any more 12 ruin 破滅

13 come on さあ行こう 13 twist ～をねじる

14 教育 education 14 freezer 冷凍庫

15 合言葉 password 15 hunger 空腹の

16 pan 平たい鍋 16 heaven 天国

17 はし chopstick 17 paste のり

18 冷凍庫 freezer 18 major 主要な

19 女神 goddess 19 Ｍｓ． 一般女性

20 signal 信号 20 goddess 女神

21 ポピュラーミュージック pop 21 jewel 宝石

22 話題 topic 22 distance 距離

23 破滅 ruin 23 costume 服装

24 transportation 輸送 24 brave 勇敢な

25 項目 item 25 starve 飢える

26 距離 distance 26 pan 平たい鍋

27 けんか quarrel 27 folklore 民話

28 民話 folklore 28 include ～を含む

29 同盟 league 29 password 合言葉

30 航海 voyage 30 chief 長

31 のり paste 31 voyage 航海

32 ことわざ saying 32 purse 財布

33 受付 information desk 33 chopstick はし

34 水槽 tank 34 item 項目

35 空腹の hunger 35 past 過去の

36 ray 光線 36 tail 尾

37 include ～を含む 37 crowd 群集

38 Ｍｓ． 一般女性 38 transportation 輸送

39 くし comb 39 silly ばかげた

40 victory 勝利 40 not any more これ以上～ない

41 jewel 宝石 41 merry ゆかいな

42 天国 heaven 42 handy 便利な

43 agriculture 農業 43 be in bloom 咲いている

44 服装 costume 44 agriculture 農業

45 欠乏 lack 45 be on time 時間通りに

46 群集 crowd 46 come on さあ行こう

47 尾 tail 47 pop ポピュラーミュージック

48 財布 purse 48 victory 勝利

49 solve ～を解く 49 league 同盟

50 興奮させる exciting 50 valuable 高価な

51 過去の past 51 bathtub 浴槽

52 主要な major 52 lack 欠乏

53 西の western 53 information desk 受付

54 長 chief 54 signal 信号

55 影 shadow 55 western 西の

56 兄弟関係 brotherhood 56 saying ことわざ

57 浴槽 bathtub 57 solve ～を解く

曲順問題 ランダム問題


