
英検3～5級／生きてる生きてく

1 ぬれた wet 1 traditional 伝統的な

2 ひどく badly 2 favorite 大好きな

3 丸い round 3 job 仕事に行く

4 甘い sweet 4 bridge 橋

5 friendly 親しみやすい 5 public 公の

6 snowy 雪積もった 6 sentence 文

7 traditional 伝統的な 7 would love to do ぜひ～したい

8 thick 厚い 8 want to be ～になりたい

9 cute かわいい 9 line 線

10 地元の local 10 twice ２度

11 汚い dirty 11 snowy 雪積もった

12 近所の人 neighbor 12 thick 厚い

13 地震 earthquake 13 blackboard 黒板

14 地平線 horizon 14 neighbor 近所の人

15 blackboard 黒板 15 nurse 看護師

16 公の public 16 local 地元の

17 びん bottle 17 cute かわいい

18 job 仕事に行く 18 by the way ところで

19 nurse 看護師 19 corner 角

20 文 sentence 20 animal 動物

21 市長 mayor 21 doctor 医師

22 橋 bridge 22 activity 活動

23 女優 actress 23 friendly 親しみやすい

24 いつか someday 24 parent 親

25 communicate ～を伝える 25 horizon 地平線

26 経験 experience 26 communicate ～を伝える

27 大好きな favorite 27 mayor 市長

28 速度を落とす slow down 28 next door 隣に

29 角 corner 29 in the end 最後に

30 近所 neighborhood 30 round 丸い

31 animal 動物 31 slow down 速度を落とす

32 have a cold 風邪ひいている 32 little by little 少しずつ

33 would love to do ぜひ～したい 33 go back home 帰宅する

34 by the wayは ところで 34 someday いつか

35 暗くなる get dark 35 earthquake 地震

36 帰宅する go back home 36 neighborhood 近所

37 go to work 仕事に行く 37 sweet 甘い

38 have a talk 話をする 38 have a cold 風邪ひいている

39 next door 隣に 39 badly ひどく

40 want to be ～になりたい 40 actress 女優

41 活動 activity 41 get dark 暗くなる

42 in the end 最後に 42 wet ぬれた

43 少しずつ little by little 43 dirty 汚い

44 ２度 twice 44 bottle びん

45 親 parent 45 go to work 仕事に行く

46 線 line 46 experience 経験

47 医師 doctor 47 have a talk 話をする

曲順問題 ランダム問題


