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1 とても quite 1 sell ～を売る

2 誰か somebody 2 suggest ～をほのめかす

3 sell ～を売る 3 excuse ～を許す

4 respond ～に答える 4 out of sight 見えないところで

5 fantastic とても素晴らしい 5 cheer up ～ははげます

6 thin うすい 6 year after year 年々

7 年々 year after year 7 instead ～の代わりに

8 cheer up ～ははげます 8 fantastic とても素晴らしい

9 pick out ～を選ぶ 9 quite とても

10 instead ～の代わりに 10 warm ～に警告する

11 aboard 乗って 11 I'm certain that～ ～を確信している

12 I'm certain that～ ～を確信している 12 notice ～に気がつく

13 be wrong with～ ～が故障している 13 be tired of～ ～にあきる

14 come up to～ ～のところまで来る 14 press ～を押す

15 begin to do ～をし始める 15 bloody 血の

16 from now on これからはずっと 16 develop ～を発展させる

17 be tired of～ ～にあきる 17 do A a favor Aの願い聞く

18 前に進む go ahead 18 be in time for～ ～に間に合う

19 out of sight 見えないところで 19 work 動く

20 涙 tear 20 respond ～に答える

21 草刈り機 mower 21 extra 予備の

22 血の bloody 22 from now on これからはずっと

23 進んで fast 23 go ahead 前に進む

24 大きい loud 24 mower 草刈り機

25 notice ～に気がつく 25 begin to do ～をし始める

26 spread ～を広げる 26 be wrong with～ ～が故障している

27 suggest ～をほのめかす 27 pick out ～を選ぶ

28 warm ～に警告する 28 make oneself at home くつろぐ

29 work 動く 29 seem ～のように思われる

30 make oneself at home くつろぐ 30 loud 大きい

31 do A a favor Aの願い聞く 31 tear 涙

32 get tired of～ ～に飽きる 32 thin うすい

33 予備の extra 33 terrible ひどく悪い

34 on ～で 34 somebody 誰か

35 祝いの言葉 congratulation 35 miss ～をしそこなう

36 seem ～のように思われる 36 get tired of～ ～に飽きる

37 develop ～を発展させる 37 congratulation 祝いの言葉

38 overcome ～に打ち勝つ 38 fast 進んで

39 excuse ～を許す 39 on ～で

40 miss ～をしそこなう 40 come up to～ ～のところまで来る

41 press ～を押す 41 spread ～を広げる

42 be in time for～ ～に間に合う 42 overcome ～に打ち勝つ

43 what shall we do? 何をしましょうか? 43 aboard 乗って

44 ひどく悪い terrible 44 what shall we do? 何をしましょうか?
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