
英検５級／突然

1 go to bed 寝る 1 hand 手
2 sleepy 眠る 2 art 美術
3 sunny 晴れた 3 what time 何時
4 number 数・番号 4 talk ～を話す
5 have ～持ってる・飼ってる 5 present プレゼント
6 hand 手 6 sunny 晴れた
7 speak ～を話す 7 high 高さ
8 help を手伝う・助ける・救う 8 these これらの
9 know ～を知っている 9 cup カップ
10 talk ～を話す 10 next 次の
11 play ～スポーツする・演奏する 11 go to bed 寝る
12 long 長い 12 a lot たくさん
13 高さ high 13 start ～を始める
14 zoo 動物園 14 dance ダンス
15 city 都市・市 15 brush ～をみがく
16 when いつ 16 Good idea いいね
17 teach ～を教える 17 there そこに
18 present プレゼント 18 window 窓
19 spoon スプーン 19 a lot of たくさんの
20 camera カメラ 20 bag かばん
21 dance ダンス 21 coffee コーヒー
22 club クラブ 22 take 乗る 取る 撮る つかむ
23 coffee コーヒー 23 speak ～を話す
24 cup カップ 24 e-mail メール
25 nice すてきな・良い 25 spoon スプーン
26 どこ where 26 sleepy 眠る
27 whose 誰の 27 many たくさん
28 何時 what time 28 here ここで
29 get up 起きる 29 long 長い
30 fast 速く 30 fast 速く
31 家に home 31 home 家に
32 花 flower 32 play ～スポーツする・演奏する
33 窓 window 33 new 新しい
34 かばん bag 34 dollar ドル
35 りんご apple 35 apple りんご
36 牛乳 milk 36 All right わかった
37 ドル dollar 37 zoo 動物園
38 name 名前 38 flower 花
39 art 美術 39 help を手伝う・助ける・救う
40 ノート notebook 40 old 古い
41 Good idea いいね 41 eat ～を食べる
42 All right わかった 42 nice すてきな・良い
43 ここで here 43 notebook ノート
44 次の next 44 know ～を知っている
45 魚 fish 45 club クラブ
46 old 古い 46 whose 誰の
47 take 乗る 取る 撮る つかむ 47 milk 牛乳
48 a lot たくさん 48 when いつ
49 そこに there 49 camera カメラ
50 これらの these 50 have ～持ってる・飼ってる
51 brush ～をみがく 51 fish 魚
52 e-mail メール 52 get up 起きる
53 start ～を始める 53 teach ～を教える
54 eat ～を食べる 54 city 都市・市
55 sing 歌う・鳴く 55 name 名前
56 新しい new 56 sing 歌う・鳴く
57 たくさん many 57 number 数・番号
58 a lot of たくさんの 58 where どこ
59 look at ～を見る 59 look at ～を見る
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