
英検3～5級／恋するフォーチュンクッキー①

1 give ～を与える 1 fruit 果物
2 お金 money 2 noon 正午
3 choose を選ぶ 3 shampoo シャンプー
4 午後 P.M 4 money お金
5 son 息子 5 contact ～に連絡を取る
6 company 会社 6 as soon as ～するとすぐに
7 word 単語 7 police 警察
8 トラ tiger 8 useful 役立つ
9 方法 way 9 decoration 装飾なんて
10 人 person 10 memory 思い出
11 作家 writer 11 custom 慣習
12 一員 member 12 P.M 午後
13 Chinese 中国人 13 wake 目覚める
14 役立つ useful 14 desert 砂漠
15 agree 賛成する 15 parade パレード
16 continue 続ける 16 date 日付
17 cry 叫ぶ 17 section 部門
18 wake 目覚める 18 adult 大人
19 急ぐ hurry 19 continue 続ける
20 as soon as ～するとすぐに 20 had better do ～した方がよい
21 had better do ～した方がよい 21 grow 育つ
22 身振り gesture 22 way 方法
23 乗客 passenger 23 passenger 乗客
24 店員 salesclerk 24 native ある土地生まれの
25 惑星 planet 25 zoo 動物園
26 waiter ウエイター 26 salesclerk 店員
27 思い出 memory 27 tiger トラ
28 真ん中 middle 28 a.m 午前
29 custom 慣習 29 air 空気
30 体 body 30 circle 円
31 大人 adult 31 gate 門
32 映画館 theater 32 bring ～を持って連れてくる
33 circle 円 33 member 一員
34 道具 tool 34 sneaker スニーカー
35 切手 stamp 35 planet 惑星
36 門 gate 36 schedule 予定
37 可能性 chance 37 son 息子
38 decoration 装飾なんて 38 usually たいてい
39 おいしい delicious 39 delicious おいしい
40 contact ～に連絡を取る 40 danger 危険
41 imagine ～を想像する 41 adventure 冒険
42 shake ～を握る 42 imagine ～を想像する
43 bank 銀行 43 choose を選ぶ
44 空気 air 44 middle 真ん中
45 楽器 instrument 45 bank 銀行
46 説明 description 46 hurry 急ぐ
47 部門 section 47 death 死亡
48 たいてい usually 48 instrument 楽器
49 ある土地生まれの native 49 company 会社
50 bring ～を持って連れてくる 50 description 説明
51 育つ grow 51 shake ～を握る
52 待つ wait 52 captain 主将
53 break ～を探す 53 stamp 切手
54 日付 date 54 pleasure 喜び
55 午前 a.m 55 body 体
56 動物園 zoo 56 word 単語
57 事実 fact 57 feed ～に食べ物を与える
58 果物 fruit 58 tool 道具
59 parade パレード 59 Chinese 中国人
60 feed ～に食べ物を与える 60 give ～を与える
61 主将 captain 61 waiter ウエイター
62 冒険 adventure 62 fact 事実
63 喜び pleasure 63 cry 叫ぶ
64 shampoo シャンプー 64 wait 待つ
65 予定 schedule 65 break ～を探す
66 sneaker スニーカー 66 chance 可能性
67 危険 danger 67 agree 賛成する
68 死亡 death 68 theater 映画館
69 正午 noon 69 person 人
70 警察 police 70 writer 作家
71 砂漠 desert 71 gesture 身振り
72 ceremony 儀式 72 ceremony 儀式

曲順問題 ランダム問題


