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1 in ～を着て 1 any of～ ～のどれも
2 もしかすると parhaps 2 right now 今すぐ
3 right now 今すぐ 3 our 私たちの
4 fireman 消防士 4 some of～ ～の一部
5 draw ～を引く 5 stay in ～に泊まる
6 大洋 ocean 6 moment 瞬間
7 will ～だろう 7 again and again 何度も繰り返して
8 sometimes 時々 8 for ～の代わりに
9 少しの～ a few of 9 be happy to do ～してうれしい
10 get up to～ ～まで行く 10 least 最も少ない
11 静かに quietly 11 fireman 消防士
12 周りを around 12 either どちらか
13 or ～か～ 13 quietly 静かに
14 急がせる hurry 14 lip くちびる
15 much of たくさんの～ 15 ocean 大洋
16 もう一つの another 16 around 周りを
17 lip くちびる 17 peacefully 平和に
18 何度も繰り返して again and again 18 be popular among ～の間で人気ある
19 死んでいる dead 19 worse より悪い
20 be happy to do ～してうれしい 20 each of～ それぞれの～
21 私たちの our 21 rich 金持ちの
22 till ～まで 22 lasty 最後に
23 peacefully 平和に 23 away 離れて
24 freely 自由に 24 a few of 少しの～
25 たくさんの～ many of～ 25 much of たくさんの～
26 be popular among ～の間で人気ある 26 take off ～を脱ぐ
27 食料雑貨店 grocery 27 all of～ ～の全て
28 stay in ～に泊まる 28 hard 一生懸命に
29 最も多い most 29 draw ～を引く
30 最後に lasty 30 hurry 急がせる
31 any of～ ～のどれも 31 another もう一つの
32 moment 瞬間 32 get up to～ ～まで行く
33 not～either～ ～も～ない 33 grocery 食料雑貨店
34 some of～ ～の一部 34 like ～に似た
35 of ～の中で 35 parhaps もしかすると
36 like ～に似た 36 sometimes 時々
37 senior 年上の 37 till ～まで
38 どちらか either 38 senior 年上の
39 would ～だろう 39 would ～だろう
40 away 離れて 40 in ～を着て
41 運動場 playground 41 many of～ たくさんの～
42 速く quickly 42 freely 自由に
43 least 最も少ない 43 quickly 速く
44 worse より悪い 44 not～either～ ～も～ない
45 一生懸命に hard 45 or ～か～
46 half of～ ～の半分 46 half of～ ～の半分
47 each of～ それぞれの～ 47 much たくさんの
48 all of～ ～の全て 48 will ～だろう
49 under ～の下に 49 under ～の下に
50 for ～の代わりに 50 playground 運動場
51 take off ～を脱ぐ 51 most 最も多い
52 金持ちの rich 52 dead 死んでいる
53 たくさんの much 53 of ～の中で
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