
英検3～5級／恋するフォーチュンクッキー②

1 finish 終わる 1 sunrise 日の出
2 stadium スタジアム 2 excellent 優れた
3 change ～を変える 3 hit ～を打つ
4 suitcase スーツケース 4 for a while しばらくの間
5 音楽家 musician 5 trouble 面倒なこと
6 大統領 president 6 advice 助言
7 bakery パン屋 7 carful 注意深い
8 for a while しばらくの間 8 farmer 農家
9 cafeteria 食堂 9 living room 居間
10 e-mail メール 10 remember ～を思い出す
11 customer お客さん 11 plant ～を植える
12 SF science fiction 12 puppy 子犬
13 軽い食事 snack 13 finish 終わる
14 こども kid 14 paint ～に絵の具で描く
15 side 側面 15 cut ～を切る
16 点 point 16 month 月
17 試験 examination 17 court コート
18 優れた excellent 18 holiday 休日に
19 トイレ・浴室 bathroom 19 hope ～を望む
20 living room 居間 20 snack 軽い食事
21 週末 weekend 21 side 側面
22 世話 care 22 return ～を返す
23 授業 lesson 23 jeans ジーンズ
24 month 月 24 short 短い
25 farm 農場 25 steal ～を盗む
26 電車 train 26 record ～を録画する
27 farmer 農家 27 mountain 山
28 return ～を返す 28 lesson 授業
29 remember ～を思い出す 29 examination 試験
30 look ～に見える 30 greet ～にあいさつをする
31 interview インタビュー 31 change ～を変える
32 hope ～を望む 32 musician 音楽家
33 plant ～を植える 33 capital 首都
34 停留所 stop 34 size サイズ
35 wine ワイン 35 stadium スタジアム
36 犬小屋 doghouse 36 billion 10億
37 paint ～に絵の具で描く 37 guess ～を推測する
38 注意深い carful 38 weekend 週末
39 above ～の上へ 39 train 電車
40 fail に落ちる 40 customer お客さん
41 cut ～を切る 41 pass に合格する
42 short 短い 42 farm 農場
43 pajamas パジャマ 43 interview インタビュー
44 trouble 面倒なこと 44 tie ネクタイ
45 tie ネクタイ 45 suitcase スーツケース
46 助言 advice 46 pajamas パジャマ
47 10億 billion 47 mean ～を意味する
48 alarm アラーム 48 illness 病気
49 holiday 休日に 49 bakery パン屋
50 jeans ジーンズ 50 doghouse 犬小屋
51 子犬 puppy 51 look ～に見える
52 首都 capital 52 cheaply 安く
53 野原 field 53 e-mail メール
54 家具 furniture 54 race レース
55 病気 illness 55 wine ワイン
56 日の出 sunrise 56 SF science fiction
57 twin ふたご 57 care 世話
58 greet ～にあいさつをする 58 field 野原
59 record ～を録画する 59 twin ふたご
60 court コート 60 above ～の上へ
61 pass に合格する 61 cross を横切る
62 course 講座 62 point 点
63 mean ～を意味する 63 alarm アラーム
64 size サイズ 64 furniture 家具
65 guess ～を推測する 65 course 講座
66 race レース 66 stop 停留所
67 check ～を調べる 67 fail に落ちる
68 hit ～を打つ 68 check ～を調べる
69 steal ～を盗む 69 cafeteria 食堂
70 山 mountain 70 bathroom トイレ・浴室
71 cross を横切る 71 kid こども
72 安く cheaply 72 president 大統領

曲順問題 ランダム問題


