
英検3～5級／フライングゲット

1 perfect 完全な 1 however しかしながら

2 complete 完全な 2 appreciate ～を正しく理解する

3 painful 苦しい 3 make a fool of～ ～をばかにする

4 universal 宇宙の 4 continue ～を続ける

5 ひっくり返す turn over 5 hold on 電話を切らないでおく

6 enjoy oneself 楽しむ 6 take a message 伝言受け取る

7 had better ～したほうがよい 7 patient 我慢強い

8 used to do ～するのが常だった 8 tiny ちっぽけな

9 missing 欠けている 9 sunlight 日光

10 tiny ちっぽけな 10 complete 完全な

11 busy 話し中 11 get excited 興奮する

12 blow 吹く 12 find out ～をつきとめる

13 recite ～を暗唱する 13 deliver ～を配達する

14 in uniform ユニフォームを着て 14 on the air 放送中で

15 最も良い状態で at one's best 15 in uniform ユニフォームを着て

16 hold on 電話を切らないでおく 16 be careful of～ ～に注意深い

17 spend money on～ ～に金を使う 17 What about～？ ～してはいかがですか？

18 on the air 放送中で 18 tell A to do Aにしなさいと言う

19 take the place of～ ～にとってかわる 19 painful 苦しい

20 車に乗せてくれる give one a ride 20 one third of～ ３分の１

21 in the middle of～ ～の中央に 21 knock on the door ドアをノックする

22 日光 sunlight 22 perfect 完全な

23 空気中の in the air 23 find one's way 道を見いだす

24 pay for～ ～の代金として支払う 24 in the middle of～ ～の中央に

25 しかしながら however 25 correct 正しい

26 one third of～ ３分の１ 26 make a difference 違いある

27 正しい correct 27 all the way home 家からずっと

28 pale 青ざめた 28 washer 洗う人

29 deliver ～を配達する 29 enjoy oneself 楽しむ

30 appreciate ～を正しく理解する 30 turn over ひっくり返す

31 be careful of～ ～に注意深い 31 universal 宇宙の

32 How do you like～？ ～をどう思いますか？ 32 take the place of～ ～にとってかわる

33 find one's way 道を見いだす 33 senior 年長者

34 家からずっと all the way home 34 counter 売り場

35 in the way こんな風に 35 wedding 結婚式

36 ドアをノックする knock on the door 36 another thirty minutes あと３０分

37 another thirty minutes あと３０分 37 used to do ～するのが常だった

38 take a look at～ ～をちょっと見る 38 in the air 空気中の

39 我慢強い patient 39 blow 吹く

40 ever since～ ～の後ずっと今日まで 40 take a look at～ ～をちょっと見る

41 get excited 興奮する 41 spend money on～ ～に金を使う

42 What about～？ ～してはいかがですか？ 42 in the way こんな風に

43 make a fool of～ ～をばかにする 43 pale 青ざめた

44 find out ～をつきとめる 44 How do you like～？ ～をどう思いますか？

45 take a messageは 伝言受け取る 45 recite ～を暗唱する

46 tell A to do Aにしなさいと言う 46 give one a ride 車に乗せてくれる

47 make a difference 違いある 47 had better ～したほうがよい

48 continue ～を続ける 48 at one's best 最も良い状態で

49 売り場 counter 49 ever since～ ～の後ずっと今日まで

50 年長者 senior 50 busy 話し中

51 結婚式 wedding 51 missing 欠けている

52 洗う人 washer 52 pay for～ ～の代金として支払う

曲順問題 ランダム問題


