
英検５級／ロマンスの神様

1 room 部屋 1 potato じゃがいも
2 man 男性 2 desk 机
3 授業 class 3 food 食べ物
4 音楽 music 4 come home 帰宅する
5 lunch 昼ごはん 5 man 男性
6 desk 机 6 at night 夜に
7 in the morning 午前中 7 train 電車
8 hair 髪 8 Good night おやすみ
9 food 食べ物 9 go skiing スキーに行く
10 お元気ですか？ How are you? 10 tall 背の高い
11 sure もちろん 11 department デパート
12 Let's ～しよう 12 from A to B ＡからＢまで
13 今行くよ I'm coming 13 who 誰
14 スキーに行く go skiing 14 That's OK 大丈夫です
15 私も me too 15 Fall In Love 恋に落ちるのよ
16 kitchen 台所 16 sit down 座る
17 Can I ～していい？ 17 pineapple パイナップル
18 food 食べ物 18 cold 寒い
19 boy 男の子 19 tower 塔
20 meet 出会う 20 I'm coming 今行くよ
21 甘い sweet 21 meet 出会う
22 Fall In Love 恋に落ちるのよ 22 over there 向こうの
23 あなたも you,too 23 kitchen 台所
24 おやすみ Good night 24 tea 紅茶
25 use ～を使う 25 How much いくら
26 come form ～の出身だ 26 class 授業
27 who 誰 27 skirt スカート
28 That's OK 大丈夫です 28 me too 私も
29 can you～？ ～してもらえます 29 boy 男の子
30 skirt スカート 30 math 数学
31 coat コート 31 coat コート
32 flute フルート 32 use ～を使う
33 cup カップ 33 in the morning 午前中
34 塔 tower 34 sleepは 眠る
35 シャツ shirt 35 you,too あなたも
36 数学 math 36 How are you? お元気ですか？
37 電車 train 37 garden 庭
38 department デパート 38 song 歌
39 breakfast 朝ごはん 39 lunch 昼ごはん
40 曇った cloudy 40 you're welcome どういたしまして
41 紅茶 tea 41 room 部屋
42 歌 song 42 hair 髪
43 tall 背の高い 43 music 音楽
44 夜に at night 44 breakfast 朝ごはん
45 sleep 眠る 45 sure もちろん
46 over there 向こうの 46 Boy Meets Girl 男女が出会うよ
47 どういたしまして you're welcome 47 food 食べ物
48 help A with B ＡのＢを手伝う 48 sweet 甘い
49 from A to B ＡからＢまで 49 Let's ～しよう
50 come home 帰宅する 50 flute フルート
51 sit down 座る 51 can you～？ ～してもらえます
52 cold 寒い 52 romance 男女の恋愛事件
53 庭 garden 53 How many いくつの
54 How many いくつの 54 shirt シャツ
55 How much いくら 55 like doing 何々するのが好き
56 Boy Meets Girl 男女が出会うよ 56 come form ～の出身だ
57 にんじん carrot 57 help A with B ＡのＢを手伝う
58 pineapple パイナップル 58 cloudy 曇った
59 potato じゃがいも 59 cup カップ
60 like doing 何々するのが好き 60 Can I ～していい？
61 romance 男女の恋愛事件 61 carrot にんじん

曲順問題 ランダム問題


