
英検3～5級／強い気持ち・強い愛

1 show A how to do Aに～のやり方を教える 1 turn ～ over ～を裏返す

2 not ～ at all まったく～ない 2 ask A to do Ａに～するのように頼む

3 thousands of ～何千ものだ 3 turn left 左に曲がる

4 something 何か～なものだ 4 a sheet of １枚の

5 turn ～ over ～を裏返す 5 show A how to do Aに～のやり方を教える

6 a glass of ～ コップ１杯の～ 6 be over 終わる

7 a sheet of １枚の 7 from A to B AからBまで

8 at first 最初は 8 go to bed 寝る

9 want A to do Ａに～してもらいたい 9 visit A in the hospital 入院中のＡを見舞う

10 at the age of ～歳のときに 10 tell A how to do Ａに方法を教えるよ

11 day and night 昼も夜も 11 go out (for ～) （～のために）出かける

12 go to bed 寝る 12 on business 仕事で

13 on business 仕事で 13 one more  もう一人の～

14 turn left 左に曲がる 14 a glass of ～ コップ１杯の～

15
have enough (名詞）
to do

～するのに十分な…（な
に）があるんだよ

15
have enough (名詞）
to do

～するのに十分な…（な
に）があるんだよ

16 a little too (形容詞） 少し～すぎるよ 16 all over the world 世界中で

17 at the foot of ～のふもとに 17 something 何か～なものだ

18 be over 終わる 18 ask A for ～ Aに～を求める

19 enough for ～に十分… 19 give A a ride Ａを車で送る

20 wait for ～を待つ 20 day and night 昼も夜も

21 all over the world 世界中で 21 enough for ～に十分…

22 visit A in the hospital 入院中のＡを見舞う 22 at first 最初は

23 not A but B ＡでなくＢ 23 take A to B ＡをＢに連れてく

24 go out (for ～) （～のために）出かける 24 at the age of ～歳のときに

25 tell A how to do Ａに方法を教えるよ 25 not A but B ＡでなくＢ

26 ask A for ～ Aに～を求める 26 either A or B AかBのどちらか

27 one more  もう一人の～ 27 wait for ～を待つ

28 and so on ～など 28 thousands of ～何千ものだ

29 ask A to do Ａに～するのように頼む 29 not ～ at all まったく～ない

30 take A to B ＡをＢに連れてく 30
It is (形容詞）for A to

do
Aが～するのは…（何）だ

31 AかBのどちらか either A or B 31 a little too (形容詞） 少し～すぎるよ

32 give A a ride Ａを車で送る 32 at the foot of ～のふもとに

33 ～times as (形容詞） as A Ａの～（何）倍…（何）な 33 ～times as (形容詞） as A Ａの～（何）倍…（何）な

34
It is (形容詞）for A to

do
Aが～するのは…（何）だ 34 want A to do Ａに～してもらいたい

35 from A to B AからBまで 35 and so on ～など

曲順問題 ランダム問題


