
英検５級／ドキッ

1 家で at home 1 skate スケートをする
2 close ～を閉める 2 shop 店
3 make ～を作る 3 woman 女性
4 毎日 every day 4 face 顔
5 skate スケートをする 5 street 通り

6 listen to ～を聞く 6 people 人々
7 take a picture 写真を撮る 7 every day 毎日

8 have a cold 風邪をひいている 8 textbook 教科書

9 late 遅刻した 9 late 遅刻した
10 library 図書館 10 walk to school 歩いて学校に行く
11 friend 友達 11 station 駅
12 woman 女性 12 birthday 誕生日
13 shop 店 13 animal 動物
14 写真・絵 picture 14 bathroom 浴室・トイレ

15 classroom 教室 15 Have a nice day 良い一日を
16 bathroom 浴室・トイレ 16 friend 友達
17 centimeter センチメートル 17 How about you? あなたはどう？
18 kilogram キログラム 18 bike 自転車

19 lesson 練習 19 library 図書館
20 station 駅 20 newspaper 新聞

21 letter 手紙 21 kilogram キログラム
22 映画 movie 22 movie 映画
23 animal 動物 23 bedroom 寝室

24 木 tree 24 science 科学・理科
25 教科書 textbook 25 See you またね
26 顔 face 26 box 箱

27 player 選手 27 monkey さる
28 良い一日を Have a nice day 28 shoes くつ
29 楽しんで来てね Have a good time 29 lesson 練習

30 newspaper 新聞 30 have a cold 風邪をひいている
31 科学・理科 science 31 take a picture 写真を撮る
32 bedroom 寝室 32 letter 手紙
33 かぼちゃ pumpkin 33 dictionary 辞書

34 通り street 34 Nice to meet you はじめまして

35 postcardは はがき 35 hospital 病院

36 gym 体育館 36 Have a good time 楽しんで来てね
37 あなたはどう？ How about you? 37 close ～を閉める
38 はじめまして Nice to meet you 38 player 選手
39 またね See you 39 picture 写真・絵
40 楽しんできてね Have a good time 40 classroom 教室
41 monkey さる 41 listen to ～を聞く

42 電話 phone 42 phone 電話
43 people 人々 43 at home 家で
44 walk to school 歩いて学校に行く 44 park 公園

45 hospital 病院 45 pumpkin かぼちゃ

46 shoes くつ 46 gym 体育館
47 辞書 dictionary 47 tree 木
48 誕生日 birthday 48 Have a good time 楽しんできてね
49 park 公園 49 make ～を作る
50 bike 自転車 50 postcard はがき
51 箱 box 51 centimeter センチメートル

曲順問題 ランダム問題


