
英検3～5級／ドアをノックするのは誰だ

1 what to do 何を～すべきだ 1 decide to do  ～することに決める
2 a few 少数の 2 sleep well よく眠る
3 when to do いつすべきか 3 get off ～を降りる
4 do one's homework 宿題する 4 turn down 音量下げる
5 finish doing ～し終える 5 have to do ～しなければならない
6 go fishing 釣り行く 6 cut down ～を切り倒す
7 stop by 立ち寄る 7 how long どのくらいの長さ
8 look forward to doing ～するのを楽しみに待つ 8 do well うまくいく
9 stay with ～のところに滞在する 9 go fishing 釣り行く
10 sleep well よく眠る 10 enjoy doing ～して楽しむ
11 look for ～を探す 11 be knows as ～として知られてる
12 this is one's first time to 何々にとって～することは初めて 12 keep in touch with ～と連絡を保つ
13 throw away ～を捨てる 13 in peace 平和に
14 for oneself 自分で 14 have a stomachache 腹痛する
15 turn off 明かり消す 15 public 人前で
16 think for ～のことを考える 16 some other time またの機会に
17 turn down 音量下げる 17 put on ～を着る
18 think about doing ～することについて考える 18 for oneself 自分で
19 start with ～で始まる 19 be able to do ～することができる
20 have time to do ～する時間ある 20 first of all まず最初に
21 leave a message 伝言を残す 21 get to ～に着く
22 a lot of 多くの～ 22 turn up 音量上げる
23 どのくらいの長さ how long 23 arrive in ～に到着する
24 how often どのくらいの頻度 24 get cold 寒くなる
25 chocolate チョコレート 25 stop by 立ち寄る
26 have a stomachache 腹痛する 26 not ～yet まだ～ない
27 過ぎ去る go by 27 throw away ～を捨てる
28 怒る get angry 28 surf the Internet インターネット見て回る
29 be close to ～に近い 29 come back 戻る
30 in peace 平和に 30 hear of ～を耳にする
31 get back ～から戻る 31 belong to ～に属する
32 fall in love with ～に恋をする 32 be surprised to do ～して驚く
33 say to oneself ひとりごとを言う 33 have been to ～に行ったことがある
34 where to do どこへすべきか 34 go by 過ぎ去る
35 have to do ～しなければならない 35 a few 少数の
36 look up ～を調べる 36 chocolate チョコレート
37 in a circle 輪になって 37 shake hands with～ 握手する
38 do well うまくいく 38 make A of B ＢでＡを作る
39 clean up ～をきれいに片付ける 39 think for ～のことを考える
40 get hungry 空腹になる 40 have time to do ～する時間ある
41 every other day 一日おきに 41 what to do 何を～すべきだ
42 at least 少なくとも 42 where to do どこへすべきか
43 hear of ～を耳にする 43 be late for ～に遅れる
44 write down ～を書きとめる 44 start with ～で始まる
45 keep in touch with ～と連絡を保つ 45 every other day 一日おきに
46 make A of B ＢでＡを作る 46 go into ～に入る
47 public 人前で 47 be glad to do  ～してうれしい
48 be knows as ～として知られてる 48 get angry 怒る
49 cut down ～を切り倒す 49 look up ～を調べる
50 go into ～に入る 50 toward ～の方へ
51 belong to ～に属する 51 at last ついに、とうとう
52 be similar to ～に似てる 52 be absent from ～を休んでる
53 cheer up ～を元気づける 53 fall in love with ～に恋をする
54 be sick in bed 病気で寝ているよ 54 clean up ～をきれいに片付ける
55 a number of ～多くの 55 cheer up ～を元気づける
56 get away form ～から逃げる 56 in a circle 輪になって
57 at school 学校で 57 look for ～を探す
58 arrive in ～に到着する 58 think about doing ～することについて考える
59 be able to do ～することができる 59 turn on 水を出す
60 have been to ～に行ったことがある 60 this is one's first time to 何々にとって～することは初めて
61 not ～yet まだ～ない 61 go and do  ～しに行く
62 go and do  ～しに行く 62 finish doing ～し終える
63 at last ついに、とうとう 63 write down ～を書きとめる
64 enjoy doing ～して楽しむ 64 say to oneself ひとりごとを言う
65 decide to do  ～することに決める 65 look forward to doing ～するのを楽しみに待つ
66 be absent from ～を休んでる 66 at least 少なくとも
67 be surprised to do ～して驚く 67 turn off 明かり消す
68 first of all まず最初に 68 get hungry 空腹になる
69 surf the Internet インターネット見て回る 69 get away form ～から逃げる
70 shake hands with～ 握手する 70 get back ～から戻る
71 get cold 寒くなる 71 at school 学校で
72 a piece of ～一切れの 72 be sick in bed 病気で寝ているよ
73 be glad to do  ～してうれしい 73 how often どのくらいの頻度
74 some other time またの機会に 74 get on ～に乗る
75 toward ～の方へ 75 a piece of ～一切れの
76 get on ～に乗る 76 stay with ～のところに滞在する
77 get off ～を降りる 77 when to do いつすべきか
78 turn up 音量上げる 78 be close to ～に近い
79 get to ～に着く 79 such as ～のような
80 put on ～を着る 80 leave a message 伝言を残す
81 turn on 水を出す 81 a number of ～多くの
82 come back 戻る 82 be similar to ～に似てる
83 such as ～のような 83 do one's homework 宿題する
84 be late for ～に遅れる 84 a lot of 多くの～
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