
英検3～5級／痛快ウキウキ通り

1 take off 離陸する 1 near here この近くに
2 be at one's desk 席についてる 2 elevator エレベーター
3 brush one's teeth 歯を磨く 3 dark 暗い
4 しばらくの間 for some time 4 several いくつかの
5 遠くに faraway 5 hero 英雄
6 on time 時間通りに 6 all the time いつでも
7 低い low 7 sightseeing 観光
8 lie down 横になる 8 child 子供
9 knockする ノックする 9 in one's opinion ～の意見では
10 いくつかの severalで 10 telephone 電話
11 after school 放課後に 11 for some time しばらくの間
12 わからない have no idea 12 comic 漫画
13 from beginning to end 初めから終わりまで 13 after school 放課後に
14 elevator エレベーター 14 lie down 横になる
15 something（形容詞）to 何かすべきだ 15 cell phone 携帯電話
16 take a break 休憩する 16 have fun 楽しむ
17 cheap 安い 17 from beginning to end 初めから終わりまで
18 be afraid of ～を恐れる 18 trick いたずら
19 葉 leaf 19 mirror 鏡で
20 夢を持つ have a dream 20 apartment アパート
21 敵 enemy 21 scene 場面
22 all night 一晩中 22 take a break 休憩する
23 all the time いつでも 23 museum 博物館
24 all the way はるばる 24 ink インク
25 pocket ポケット 25 safely 安全に
26 hero 英雄 26 beginner 初心者
27 model 模型 27 faraway 遠くに
28 apartment アパート 28 leaf 葉
29 energy エネルギー 29 next 次に
30 ink インク 30 all night 一晩中
31 できるだけたくさん as much as possible 31 dentist 歯医者
32 声 voice 32 something（形容詞）to 何かすべきだ
33 漫画 comic 33 brush one's teeth 歯を磨く
34 自由 freedom 34 sign 看板
35 mirror 鏡で 35 voice 声
36 場面 scene 36 cloth 布
37 痛み pain 37 pain 痛み
38 観光 sightseeing 38 freedom 自由
39 砂糖 sugar 39 take off 離陸する
40 in one's opinion ～の意見では 40 wallet 財布
41 have fun 楽しむ 41 enemy 敵
42 昼食とる have lunch 42 pollution 汚染
43 この近くに near here 43 on time 時間通りに
44 岩 rock 44 have no idea わからない
45 電話 telephone 45 be at one's desk 席についてる
46 いたずら trick 46 sugar 砂糖
47 看板 sign 47 restaurant レストラン
48 dentist 歯医者 48 rock 岩
49 暗い dark 49 model 模型
50 自然 natural 50 cheap 安い
51 穴 hole 51 as much as possible できるだけたくさん
52 財布 wallet 52 have a dream 夢を持つ
53 次に next 53 hole 穴
54 restaurant レストラン 54 have lunch 昼食とる
55 安全に safely 55 low 低い
56 子供 child 56 all the way はるばる
57 布 cloth 57 pocket ポケット
58 携帯電話 cell phone 58 energy エネルギー
59 博物館 museum 59 be afraid of ～を恐れる
60 初心者 beginner 60 knock ノックする
61 汚染 pollution 61 natural 自然
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