
英検3～5級／流れ星ビバップ

1 unfortunately 不幸にも 1 snowboard スノーボード

2
as(副詞/形容詞）as A

can
Ａができるだけ～ 2 spend A on～ A（時間・お金）を～に費やす

3 so (形容詞/副詞）that ～ とても…なので～ 3
One is ～, the other
is …

片方は～、他方は～って意

味なんだよ

4 used to do 以前はよくしたものだ 4 sleep well よく眠る

5
another (形容詞）
minute(s)

あと～分 5 feel better 体調がよくなる

6 他のどの何よりも…(比較級） than any other (単数名詞） 6 one of the +最上級＋名詞 最も～な…何の一つ

7 be surprised at ～に驚く 7
another (形容詞）
minute(s)

あと～分

8 because of ～のために 8 invite A to B AをBに招待するのさ

9 Aを車で家まで送る drive A home 9 a pair of ～は一組

10 世話 care 10 care 世話

11 spend A on～ A（時間・お金）を～に費やす 11 than any other (単数名詞） 他のどの何よりも…(比較級）

12 thank A for～ Aに～の礼を言う 12 too(形容詞/副詞）to do とても…なので何々できない

13 one of the +最上級＋名詞 最も～な…何の一つ 13
It is (形容詞）for A to

do
Aが～（何）するのは…（何）だ

14 after a while しばらくして 14 after a while しばらくして

15 enough to do ～するのに十分… 15 so (形容詞/副詞）that ～ とても…なので～

16
One is ～, the other
is …

片方は～、他方は～って
意味なんだよ

16
as(副詞/形容詞）as A
can

Ａができるだけ～

17 速度を落とす slow down 17 unfortunately 不幸にも

18 have a good sleep ぐっすり眠る 18 used to do 以前はよくしたものだ

19 Aに何を案内する show A around～ 19 show A around～ Aに何を案内する

20 Olympic オリンピック 20 slow down 速度を落とす

21 It is (形容詞）for A to do Aが～（何）するのは…（何）だ 21 have a good sleep ぐっすり眠る

22 too(形容詞/副詞）to do とても…なので何々できない 22 be surprised at ～に驚く

23 see A off Aを見送ります 23 stand for ～を表す

24 a pair of ～は一組 24 Olympic オリンピック

25 It takes A(時間）to do Aが～するのに（時間）かかる 25 It takes A(時間）to do Aが～するのに（時間）かかる

26 invite A to B AをBに招待するのさ 26 say to oneself ひとりごとを言うよ

27 snowboard スノーボード 27 as you know ご存知のように

28 feel better 体調がよくなる 28 because of ～のために

29 lose one's way 道に迷うのさ 29 drive A home Aを車で家まで送る

30 sleep well よく眠る 30 thank A for～ Aに～の礼を言う

31 say to oneself ひとりごとを言うよ 31 enough to do ～するのに十分…

32 stand for ～を表す 32 see A off Aを見送ります

33 as you know ご存知のように 33 for fun 楽しみ

34 for fun 楽しみ 34 lose one's way 道に迷うのさ

曲順問題 ランダム問題


