
英検５級／ハナミズキ

1 girl 女の子 1 strawberry いちご
2 晩御飯 dinner 2 house 家
3 house 家 3 pool プール
4 bed ベッド 4 pretty かわいらしい
5 bus バス 5 go shopping 買い物に行く
6 piano ピアノ 6 hat ふちのある帽子
7 TV テレビ 7 late 遅刻した
8 computer コンピューター 8 basket かご
9 game ゲーム 9 girl 女の子
10 pool プール 10 like ～が好きである
11 cookie クッキー 11 open ～を開ける
12 山 mountain 12 game ゲーム
13 かご basket 13 cute 可愛い
14 homework 宿題 14 magazine 雑誌
15 ふちのある帽子 hat 15 clock 置時計
16 often しばしば 16 write ～を書く
17 hungry 空腹の 17 after school 放課後に
18 pretty かわいらしい 18 Japanese 日本人の
19 easy 簡単な 19 hot 熱い
20 go shopping 買い物に行く 20 bed ベッド
21 study 勉強する 21 homework 宿題
22 Japanese 日本人の 22 big 大きい
23 late 遅刻した 23 TV テレビ
24 いちご strawberry 24 usually ふつう
25 うさぎ rabbit 25 drink ～を飲む
26 ふつう usually 26 dinner 晩御飯
27 write ～を書く 27 happy うれしい
28 go 行く 28 go 行く
29 open ～を開ける 29 bread パン
30 cook 食事作る 30 snow 雪が降る
31 stand up 立ち上がる 31 hungry 空腹の
32 rainy 雨が降る 32 young 若い
33 hair 髪 33 windy 風が強い
34 comic book まんが 34 jacket ジャケット
35 clock 置時計 35 walk 歩いて行く
36 rice ごはん 36 rabbit うさぎ
37 bread パン 37 bus バス
38 happy うれしい 38 cookie クッキー
39 really 本当に 39 cook 食事作る
40 drink ～を飲む 40 well 上手に
41 可愛い cute 41 read  ～を読む
42 well 上手に 42 computer コンピューター
43 hot 熱い 43 cap ふちのない帽子
44 want ～が欲しい 44 really 本当に
45 walk 歩いて行く 45 want ～が欲しい
46 sit 座る 46 mountain 山
47 read  ～を読む 47 easy 簡単な
48 young 若い 48 comic book まんが
49 big 大きい 49 hair 髪
50 jacket ジャケット 50 sit 座る
51 ふちのない帽子 cap 51 rice ごはん
52 magazine 雑誌 52 piano ピアノ
53 like ～が好きである 53 stand up 立ち上がる
54 windy 風が強い 54 study 勉強する
55 snow 雪が降る 55 rainy 雨が降る
56 after school 放課後に 56 often しばしば
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