
英検3～5級／チェリー

1 島 island 1 sight 視力

2 bookstore 書店 2 space 宇宙

3 庭 garden 3 importance 重要性

4 おば aunt 4 fast 速い

5 宇宙 space 5 fridge 冷蔵庫

6 fit ～に合う 6 on one's right 右手に

7 catch ～を捕まえる 7 fit ～に合う

8 hurt 痛む 8 survive ～を生き残る

9 火事 fire 9 the other day 先日

10 ahead 前方に 10 once more もう一度

11 escape 逃げる 11 fire 火事

12 act ～を演じる 12 escape 逃げる

13 part of ～の一部 13 bookstore 書店

14 on one's right 右手に 14 enough 十分な

15 shout at ～に叫ぶ 15 necessary 必要な

16 the other day 先日 16 meeting 会議

17 something to do 何か何をするものだ 17 midnight 真夜中

18 at a time 一度に 18 smoke タバコを吸う

19 next to ～の隣に 19 flag 旗

20 once more もう一度 20 shy 内気

21 take out ～を取り出す 21 famous 有名な

22 内気 shy 22 something to do 何か何をするものだ

23 事故 accident 23 accident 事故

24 速い fast 24 at once すぐに

25 produce ～を生産する 25 next to ～の隣に

26 タバコを吸う smoke 26 ahead 前方に

27 survive ～を生き残る 27 produce ～を生産する

28 midnight 真夜中 28 noisy 騒がしい

29 score 点数 29 professional 専門職の

30 視力 sight 30 snow 雪降る

31 at once すぐに 31 score 点数

32 fair バザー 32 polite 礼儀正しい

33 勝利者 winner 33 island 島

34 meeting 会議 34 among ～の中に

35 雪降る snow 35 cheerful 元気の良い

36 有名な famous 36 garden 庭

37 enough 十分な 37 take out ～を取り出す

38 professional 専門職の 38 sadness 悲しみ

39 among ～の中に 39 aunt おば

40 騒がしい noisy 40 shout at ～に叫ぶ

41 旗 flag 41 part of ～の一部

42 重要性 importance 42 hurt 痛む

43 冷蔵庫 fridge 43 helpful 役立つ

44 行楽地 resort 44 at a time 一度に

45 悲しみ sadness 45 catch ～を捕まえる

46 必要な necessary 46 fair バザー

47 元気の良い cheerful 47 winner 勝利者

48 役立つ helpful 48 act ～を演じる

49 礼儀正しい polite 49 resort 行楽地

曲順問題 ランダム問題


