
英検3～5級／飾りじゃないのよ涙は

1 across from ～の向かいに 1 stay up late 夜更かしする
2 a week 1週間につき 2 as if まるで～みたいに
3 like ～のように 3 later 後で
4 learn ～を学ぶ 4 collect ～を集める
5 work part-time アルバイトをする 5 lifeだ 生活
6 take part in ～に参加する 6 positive 積極的な
7 find out ～を探り出す 7 sell ～を売る
8 attack ～を襲う 8 history 歴史
9 far 遠い 9 an hour 1時間につき
10 collect ～を集める 10 be able to ～できる
11 miss ～がいなくて寂しい 11 clothes 服
12 あなたに似合う suit you 12 for the first time 初めて
13 何か something 13 more もっと
14 take (時間)がかかる 14 part-time job アルバイト
15 sometimes 時々 15 largeと 大きい
16 rule 規則 16 look forward to ～を楽しみに待つ
17 牧師 priest 17 confident 自信に満ちた
18 服 clothes 18 wake up 目覚める
19 悲しい sad 19 see saw seen
20 sell ～を売る 20 paper 新聞
21 まるで～みたいに as if 21 rule 規則
22 receive ～を受け取る 22 far 遠い
23 種類 kind 23 learn ～を学ぶ
24 遅い late 24 receive ～を受け取る
25 生活 life 25 riseは 上がる
26 lend ～を貸す 26 oversleep 寝過ごす
27 大きい large 27 sadだ 悲しい
28 後で later 28 attack ～を襲う
29 oversleep 寝過ごす 29 at one time 一度に
30 remember ～を覚えている 30 a week 1週間につき
31 riseは 上がる 31 lose 失う
32 see saw seen 32 put put put
33 know knew Known 33 beside ～のそばに
34 put put put 34 take part in ～に参加する
35 積極的な positive 35 something 何か
36 beside ～のそばに 36 take (時間)がかかる
37 もっと more 37 work part-time アルバイトをする
38 歴史 history 38 priest 牧師
39 失う lose 39 share を分け合う
40 save ～を救う 40 sometimes 時々
41 be able to ～できる 41 like ～のように
42 part-time job アルバイト 42 movie director 映画監督
43 お風呂に入る take a bath 43 silent 静かな
44 wake up 目覚める 44 remember ～を覚えている
45 wide 幅広い 45 take a bath お風呂に入る
46 look forward to ～を楽しみに待つ 46 lend ～を貸す
47 叫ぶ shout 47 return 戻る
48 静かな silent 48 save ～を救う
49 share を分け合う 49 know knew Known
50 新聞 paper 50 shout 叫ぶ
51 戻る return 51 do one's best ベストを尽くす
52 wear ～を着る 52 find out ～を探り出す
53 at one time 一度に 53 suit you あなたに似合う
54 for the first time 初めて 54 miss ～がいなくて寂しい
55 夜更かしする stay up late 55 wear ～を着る
56 1時間につき an hour 56 wideは 幅広い
57 do one's best ベストを尽くす 57 kind 種類
58 自信に満ちた confident 58 across from ～の向かいに
59 映画監督 movie director 59 late 遅い
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