
英検3～5級／ピンクスパイダー

1 give up doing ～することをやめる 1 each other お互い

2 be ready for ～の準備ができてる 2 take off 離陸する

3 深い deep 3 fall down 倒れる

4 簡単 easy 4 have a baby 赤ちゃんを産む

5 ながめ view 5 top 頂上

6 同級生 classmate 6 go to sleep 寝る

7 try 試す 7 get well 健康になる

8 寝る go to sleep 8 be ready for ～の準備ができてる

9 肉 meat 9 give up doing ～することをやめる

10 鍵 key 10 hill 丘

11 on one's way home 家に帰る途中で 11 key 鍵

12 change trains 電車を乗り換える 12 all night 一晩中

13 倒れる fall down 13 meat 肉

14 top 頂上 14 feel better 気分が良くなる

15 けんかする have a fight 15 feel sick 気分が悪い

16 for fun 楽しみで 16 take a trip 旅行をする

17 get well 健康になる 17 sir 先生

18 have a baby 赤ちゃんを産む 18 on one's way home 家に帰る途中で

19 すぐに in a minute 19 in a minute すぐに

20 take a trip 旅行をする 20 full いっぱいの

21 お互い each other 21 say goodbye 別れを告げる

22 as you know ご存知のように 22 easy 簡単

23 take off 離陸する 23 plan to do ～するつもりである

24 一人 alone 24 speak to ～に話しかける

25 fall asleep 眠りに落ちる 25 as you know ご存知のように

26 stay home 家にいる 26 lay ～を産む

27 feel better 気分が良くなる 27 stay home 家にいる

28 these days 最近 28 view ながめ

29 say goodbye 別れを告げる 29 change trains 電車を乗り換える

30 speak to ～に話しかける 30 have a fight けんかする

31 on foot 歩いて 31 alone 一人

32 plan to do ～するつもりである 32 for fun 楽しみで

33 all night 一晩中 33 try 試す

34 feel sick 気分が悪い 34 classmate 同級生

35 lay ～を産む 35 take a medicine 薬をのむ

36 full いっぱいの 36 fall asleep 眠りに落ちる

37 sir 先生 37 these days 最近

38 hill 丘 38 deep 深い

39 薬をのむ take a medicine 39 on foot 歩いて

曲順問題 ランダム問題


