
英検3～5級／愛し愛されて生きるのさ

1 go abroad 海外に行く 1 as much as A can Ａができるだけたくさん

2 supermarket スーパーマーケット 2 be careful ～に気をつける

3 look after ～の世話をする 3 be fond of ～が好きだ

4 infact 実は 4 be good at ～が上手だ

5 write to ～に手紙を書く 5 be interested in ～に興味ある

6 be out 外出してる 6 be out 外出してる

7 become friends with ～友達になる 7 be proud of ～を誇りに思っている

8 between A and B ＡとＢの間に 8 be satisfied with ～に満足している

9 by oneself 自分で 9 be sorry for doing  ～して申し訳なく思う

10 be careful ～に気をつける 10 go to see a movie 映画見に行く

11 pick up ～を車で迎えに行く 11 become friends with ～友達になる

12 be good at ～が上手だ 12 between A and B ＡとＢの間に

13 be proud of ～を誇りに思っている 13 by oneself 自分で

14 most of ～のほとんど 14 call A back Aに折り返し電話する

15 make A from B Ｂ（原料）でＡを作る 15 exchange A for B ＡをＢと交換する

16 make A into B (加工して）ＡでＢを作る 16 get a good grade 良い成績をとる

17 go on a tour 周遊旅行に出かける 17 get a perfect score 満点をとる

18 go to see a movie 映画見に行く 18 go abroad 海外に行く

19 look around ～を見て回る 19 go on a tour 周遊旅行に出かける

20 be tired of doing
～することに飽きる
うんざりとする

20 be tired of doing
～することに飽きる
うんざりとする

21 be satisfied with ～に満足している 21 go to the doctor 医師に診てもらいに行く

22 go to the doctor 医師に診てもらいに行く 22 have never been to  ～に行ったことがないんだ

23 exchange A for B ＡをＢと交換する 23 infact 実は

24 once a day １日１回なんだ 24 look after ～の世話をする

25 stand for ～の略である 25 look around ～を見て回る

26 be fond of ～が好きだ 26 make A from B Ｂ（原料）でＡを作る

27 have never been to  ～に行ったことがないんだ 27 make A into B (加工して）ＡでＢを作る

28 get a perfect score 満点をとる 28 most of ～のほとんど

29 get a good grade 良い成績をとる 29 not have to do
～せんでいい（しなくてよ

い）

30 as much as A can Ａができるだけたくさん 30 not only A but also B ＡだけでなくＢも

31 be interested in ～に興味ある 31 once a day １日１回なんだ

32 not have to do ～せんでいい（しなくてよい） 32 pick up ～を車で迎えに行く

33 not only A but also B ＡだけでなくＢも 33 stand for ～の略である

34 call A back Aに折り返し電話する 34 supermarket スーパーマーケット

35 tell A to do Aに折り返し電話する 35 tell A to do Aに折り返し電話する

36 be sorry for doing  ～して申し訳なく思う 36 write to ～に手紙を書く

曲順問題 ランダム問題


