
英検3～5級／涙のリクエスト

1 国家 nation 1 board 板

2 反対 objection 2 How are you? お元気ですか？

3 ほこり dast 3 international 国際的な

4 手引き manual 4 dast ほこり

5 爆弾 bomb 5 master 主人

6 やかん kettle 6 thunder 雷

7 体系 system 7 nation 国家

8 考え thought 8 take up ～を取る

9 国際的な international 9 manual 手引き

10 利口な clever 10 tune 曲

11 wise かしこい 11 sitizen 市民

12 take up ～を取る 12 fair 公平な

13 How are you? お元気ですか？ 13 skill 熟練

14 get along with やっていく 14 audience 聴衆

15 take part of～ 一部を取り出す 15 fox キツネ

16 一言で言うと in a word 16 grass 草

17 利口な smart 17 magical 魔法の

18 公平な fair 18 bomb 爆弾

19 嵐の stormy 19 thought 考え

20 核の nuclear 20 in a word 一言で言うと

21 便利な handy 21 weapon 武器

22 魔法の magical 22 branch 枝

23 豚肉 pork 23 model 型

24 指輪は ring 24 trash ゴミ

25 毎年 yearly 25 objection 反対

26 キツネ fox 26 get along with やっていく

27 ゴミ trash 27 kettle やかん

28 枝 branch 28 knowledge 知識

29 知識 knowledge 29 pork 豚肉

30 主人 master 30 yearly 毎年

31 板 board 31 ring 指輪

32 dialogue 対話 32 system 体系

33 市民 sitizen 33 stormy 嵐の

34 skill 熟練 34 follower 支持者

35 縞 stripe 35 take part of～ 一部を取り出す

36 草 grass 36 handy 便利な

37 曲 tune 37 area 面積

38 型 model 38 clever 利口な

39 標語 motto 39 smart 利口な

40 面積 area 40 dialogue 対話

41 こだま echo 41 motto 標語

42 雷 thunder 42 appeal 訴え

43 武器 weapon 43 nuclear 核の

44 聴衆 audience 44 victim 犠牲者

45 appeal 訴え 45 wise かしこい

46 支持者 follower 46 stripe 縞

47 犠牲者 victim 47 echo こだま

曲順問題 ランダム問題


