
英検3～5級／2億4千万の瞳

1 収集者 collector 1 beach 浜辺
2 つづり字 spelling 2 bear 産む
3 極 pole 3 cyclist 自転車に乗る人
4 討論 discussion 4 emotion 感情
5 suit 一着 5 erase ～を消す
6 掲示板 bulletin board 6 eve 前夜

7 cyclist 自転車に乗る人 7 freedom 自由
8 回転木馬 merry-go-round 8 greenhouse 温室
9 冷蔵庫 refrigerator 9 improve ～を改善する
10 神の恵み blessing 10 lay ～を置く
11 lie 嘘 11 lie 嘘
12 地域 zone 12 memorial 記念碑
13 波 wave 13 sail 航海する
14 根 root 14 seed 種子
15 足音 footstep 15 suit 一着
16 銃 gun 16 take ～に連れてく

17 beach 浜辺 17 write back 手紙の返事を書く
18 erase ～を消す 18 cage おり
19 sail 航海する 19 spelling つづり字
20 はう crawl 20 toothpaste ねり歯磨き
21 喜劇 comedy 21 crawl はう
22 lay ～を置く 22 technology 科学技術
23 基礎の basic 23 fire 火
24 bear 産む 24

merry-go-
round

回転木馬
25 競技 match 25 comedy 喜劇
26 memorial 記念碑 26 basic 基礎の

27 ねり歯磨き toothpaste 27 match 競技
28 seed 種子 28 pole 極
29 write back 手紙の返事を書く 29 trend 傾向
30 科学技術 technology 30 bulletin board 掲示板
31 魔法 magic 31 narrator 語り手
32 おり cage 32 root 根
33 improve ～を改善する 33 collector 収集者
34 eve 前夜 34 gun 銃
35 痛み ache 35 blessing 神の恵み
36 emotion 感情 36 footstep 足音

37 語り手 narrator 37 zone 地域
38 火 fire 38 ache 痛み
39 take ～に連れてく 39 mud 泥
40 freedom 自由 40 discussion 討論
41 傾向 trend 41 wave 波
42 富 wealth 42 wealth 富
43 greenhouse 温室 43 magic 魔法
44 泥 mud 44 refrigerator 冷蔵庫
45 湾 bay 45 bay 湾

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／365日の紙飛行機

1 私のもの mine 1 more もっと多い
2 旅行者 traveler 2 kick 蹴る
3 外国人 foreigner 3 very とても
4 keep ～を持ち続ける 4 keep ～を持ち続ける
5 誰も～ない nobody 5 kindly 親切に
6 仕事中の at work 6 may ～してもよい
7 get out of ～から出る 7 its それの
8 何か anything 8 many time 何回も
9 角に on the corner 9 pants ズボン

10 一種の～ a kind of 10 her 彼女の
11 私自身 myself 11 everybody 誰でも
12 誰でも everybody 12 Mt. 山
13 交差点 crossing 13 at work 仕事中の
14 交差道路 crossroad 14 nobody 誰も～ない
15 go for a drive ドライブに行く 15 in ～の中へ
16 some いくつかの 16 a kind of 一種の～
17 kick 蹴る 17 course 科目
18 紙幣 note 18 no 少しも～ない
19 from ～から 19 crossing 交差点
20 誰か somebody 20 crossroad 交差道路
21 ズボン pants 21 so とても
22 喜び joy 22 down 下へ
23 Mrs. 既婚女性 23 Mrs. 既婚女性
24 table tennis 卓球 24 traveler 旅行者
25 many of たくさんの～ 25 No.～ ～番
26 親切に kindly 26 mine 私のもの
27 ますます多くの more and more 27 too ～もまた
28 more もっと多い 28 some いくつかの
29 before ～する前に 29 anything 何か
30 all over ～の中で 30 them 彼らを
31 hear about ～について聞く 31 goods 商品
32 return to ～に戻る 32 go for a drive ドライブに行く
33 彼らを them 33 game 遊び
34 彼女の her 34 on ～の上に
35 とても very 35 rat ネズミ
36 遊び game 36 note 紙幣
37 外へ out 37 lady 女の人
38 Mr. 男性 38 joy 喜び
39 いつかは sometime 39 from ～から
40 何回も many time 40 time 時刻
41 floor ～階 41 below ～の下に
42 当時は at that time 42 we 私たちは
43 等しい equal 43 sometime いつかは
44 ネズミ rat 44 many of たくさんの～
45 lady 女の人 45 till ～まで
46 nothing 何も～ない 46 out 外へ
47 in ～の中へ 47 return to ～に戻る
48 on ～の上に 48 floor ～階
49 時刻 time 49 me 私を
50 by ～のそばに 50 foreigner 外国人
51 Mt. 山 51 before ～する前に
52 商品 goods 52 get out of ～から出る
53 may ～してもよい 53 on the corner 角に
54 科目 course 54 equal 等しい
55 私を me 55 one of～ ～のうちの一つ
56 a 一つの 56 nothing 何も～ない
57 私たちは we 57 table tennis 卓球
58 下へ down 58 at that time 当時は
59 below ～の下に 59 more and more ますます多くの
60 no 少しも～ない 60 hear about ～について聞く
61 one of～ ～のうちの一つ 61 Mr. 男性
62 till ～まで 62 all over ～の中で
63 とても so 63 a 一つの
64 他の～ ～else 64 ～else 他の～
65 それの its 65 by ～のそばに
66 too ～もまた 66 myself 私自身
67 No.～ ～番 67 somebody 誰か

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／CROSS ROAD

1 look out of ～から外を見る 1 deliver 配達する

2 in return お返しに 2 drive 運転をする

3 happen to do 偶然～する 3 during ～の間

4 海外へ abroad 4 expect ～を予期する

5 walk around 歩き回る 5 firework 花火

6 くつろぐ feel at home 6 fun 楽しみ

7 make a mistake 間違える 7 happen to do 偶然～する

8 need 必要 8 in return お返しに

9 deliver 配達する 9 inside 内側

10 支配人 manager 10 juice ジュース

11 during ～の間 11 leave 置き忘れる

12 千 thousand 12 look out of ～から外を見る

13 drive 運転をする 13 make a mistake 間違える

14 save 節約する 14 must しなければならない

15 leave 置き忘れる 15 need 必要

16 throw 投げつける 16 pick 選ぶ

17 welcome 歓迎する 17 repeat 繰り返す

18 自転車 bicycle 18 ride ～に乗る

19 実験 example 19 save 節約する

20 pick 選ぶ 20 schoolwork 学業

21 回す turn 21 slice 一切れ

22 fun 楽しみ 22 think about doing ～することを考える

23 以前 ago 23 throw 投げつける

24 when ～するとき 24 walk around 歩き回る

25 schoolwork 学業 25 welcome 歓迎する

26 意外な surprising 26 when ～するとき

27 週末に on weekends 27 one another お互い

28 向こう over there 28 feel at home くつろぐ

29 先週 last week 29 almost ほとんど

30 think about doing ～することを考える 30 ago 以前

31 inside 内側 31 surprising 意外な

32 お互い one another 32 lucky 運の良い

33 代わりに instead 33 turn 回す

34 運の良い lucky 34 broken 壊れた

35 巨大な huge 35 abroad 海外へ

36 juice ジュース 36 climate 気候

37 must しなければならない 37 huge 巨大な

38 ride ～に乗る 38 marry 結婚する

39 像 statue 39 over there 向こう

40 firework 花火 40 manager 支配人

41 結婚する marry 41 bicycle 自転車

42 repeat 繰り返す 42 example 実験

43 壊れた broken 43 on weekends 週末に

44 ほとんど almost 44 last week 先週

45 台所 kitchen 45 thousand 千

46 slice 一切れ 46 statue 像

47 expect ～を予期する 47 instead 代わりに

48 気候 climate 48 kitchen 台所

49 廊下 hallway 49 stop by 立ち寄る

50 立ち寄る stop by 50 hallway 廊下

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／DESIRE

1 lick ～をなめる 1 direct ～を指導する

2 pack ～を荷造りする 2 normal 普通の

3 issue 問題 3 in order to do ～するために

4 blank 空白 4 former 以前の

5 rent ～を賃借りする 5 lick ～をなめる

6 種類 variety 6 source 源

7 year-end 年末 7 ＰＳ 追伸

8 cave 洞穴 8 pack ～を荷造りする

9 とても so 9 electric 電気の

10 ズボン trousers 10 development 発展

11 role 役割 11 outdoors 戸外

12 電気の electric 12 rub ～をこする

13 have a date with～ ～とデートをする 13 fast 進んで

14 hundreds of～ 幾百もの～ 14 to one's surprise ～が驚いたことには

15 recovery 回復で 15 cave 洞穴

16 休み vacation 16 recovery 回復で

17 balance つりあい 17 all the way from A はるばるＡから

18 rent ～を賃借りする 18 fat 太った

19 learn ～を習う 19 lay ～を置く

20 direct ～を指導する 20 excellent りっぱな

21 以前の former 21 blank 空白

22 普通の normal 22 blank 空白

23 all the way from A はるばるＡから 23 role 役割

24 a bit わずか 24 newcomer 新しく来た人

25 中立の neutral 25 so とても

26 source 源 26 in place of～ ～の代わりに

27 to one's surprise ～が驚いたことには 27 trousers ズボン

28 戸外 outdoors 28 rent ～を賃借りする

29 新しく来た人 newcomer 29 variety 種類

30 catch ～を聞き取る 30 year-end 年末

31 rub ～をこする 31 catch ～を聞き取る

32 excellent りっぱな 32 vacation 休み

33 fat 太った 33 issue 問題

34 fast 進んで 34 hundreds of～ 幾百もの～

35 in place of～ ～の代わりに 35 a bit わずか

36 in order to do ～するために 36 passage 一節

37 than usual いつもより 37 neutral 中立の

38 第2次世界大戦 World War Ⅱ 38 balance つりあい

39 空白 blank 39 learn ～を習う

40 development 発展 40 World War Ⅱ 第2次世界大戦

41 追伸 ＰＳ 41 rent ～を賃借りする

42 一節 passage 42 have a date with～ ～とデートをする

43 lay ～を置く 43 than usual いつもより

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／EASY COME EASY GO

1 故郷 hometown 1 fill ～を満たす
2 fair 品評会 2 healthy 健康な
3 in front of ～の前で 3 engine エンジン
4 健康な healthy 4 area 地域
5 安全な safe 5 close 近い
6 文化 culture 6 anytime いつでも
7 わくわくしてる excited 7 then それから
8 無料の free 8 gym 体育館
9 将来 future 9 finally ついに
10 fill ～を満たす 10 culture 文化
11 engine エンジン 11 habit 習慣
12 難しい hard 12 enough 十分な
13 問題 matter 13 safe 安全な
14 何年も for many 14 environment 環境
15 それから then 15 because なぜなら
16 そこで there 16 excited わくわくしてる
17 on one's way ～へ行く途中で 17 become ～になる
18 重要な important 18 also ～もまた
19 なぜなら because 19 air ticket 航空券
20 たくさんの lots of 20 crowded 混雑した
21 高さ height 21 by ～までに
22 by ～までに 22 interest 興味
23 近い close 23 there そこで
24 竹 bamboo 24 bamboo 竹
25 建物 building 25 in front of ～の前で
26 地域 area 26 dad 父さん
27 父さん dad 27 problem 問題
28 国 country 28 important 重要な
29 毎週 each week 29 height 高さ
30 誰でも anyone 30 country 国
31 真ん中 center 31 lots of たくさんの
32 生まれる be born 32 since  ～以来
33 別の another 33 prize 商品
34 興味 interest 34 payを 支払う
35 雑誌 magazine 35 grow up 育つ
36 become ～になる 36 for ～のために
37 育つ grow up 37 future 将来
38 環境 environment 38 mom お母さん
39 payを 支払う 39 center 真ん中
40 混雑した crowded 40 another 別の
41 両親 parents 41 be born 生まれる
42 急ぐ hurry up 42 barn 納屋
43 ついに finally 43 fair 品評会
44 航空券 air ticket 44 building 建物
45 納屋 barn 45 each week 毎週
46 ふるまう behave 46 for many years 何年も
47 also ～もまた 47 hurry up 急ぐ
48 for ～のために 48 free 無料の
49 習慣 habit 49 magazine 雑誌
50 mom お母さん 50 anyone 誰でも
51 数百の hundreds of 51 matter 問題
52 自然界 nature 52 behave ふるまう
53 問題 problem 53 part 一員
54 一員 part 54 on one's way ～へ行く途中で
55 商品 prize 55 parents 両親
56 いつでも anytime 56 hundreds of 数百の
57 体育館 gym 57 hard 難しい
58 十分な enough 58 nature 自然界
59 since  ～以来 59 hometown 故郷

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／Get Wild

1 脅して追い払う frighten away 1 although ～だけれども

2 しっかりと tightly 2 Valentine's Day 聖バレーンタイーンの祝日

3 release A from B AをＢから放す 3 sit at the table 食卓につく

4 hit on the idea of～ ～を思いつく 4 many kinds of 多くの種類の～

5 be pleased with ～が気に入る 5 be pleased with ～が気に入る

6 give A a big hand Aに拍手をする 6 in stead of～ ～しないで

7 total 全体の 7 hit on the idea of～ ～を思いつく

8 Here it goes. さあ 8 unconscious 意識を失った

9 be sorry to～ ～してまことに残念です 9 It depends 時と場合による

10 a bunch of ～房 10 speak about ～について話す

11 Valentine's Day 聖バレーンタイーンの祝日 11 be going to do ～するつもり

12 important 重要な 12 rise 起き上がる

13 意識を失った unconscious 13 plenty of～ たくさんの～

14 speak about ～について話す 14 fly to～ ～まで飛行機で行く

15 実際には practically 15 frighten away 脅して追い払う

16 in spite of～ ～にもかかわらず 16 greatly 大いに

17 though ～だけれども 17 Here it goes. さあ

18 although ～だけれども 18 practically 実際には

19 flash ピカッと光る 19 Have a nice weekend 良い週末を

20 非常に多数の～ a great number of～ 20 be sorry to～ ～してまことに残念です

21 in stead of～ 「～しないで」 21 incident できごと

22 Have a nice weekend 良い週末を 22 with ～と一緒に

23 punish ～を罰する 23 give A a big hand Aに拍手をする

24 invitation 招待だ 24 except ～をのぞいて

25 食卓につく sit at the table 25 in spite of～ ～にもかかわらず

26 northeast 北東の 26 clearly はっきりと

27 It depends 時と場合による 27 though ～だけれども

28 indifferent ～に無関心な 28 sigh ため息つく

29 watch out for～ ～を警戒する 29 punish ～を罰する

30 incident できごと 30 a great number of～ 非常に多数の～

31 fly to～ ～まで飛行機で行く 31 much… たくさんの

32 except ～をのぞいて 32 northeast 北東の

33 多くの種類の～ many kinds of 33 important 重要な

34 clearly はっきりと 34 indifferent ～に無関心な

35 be going to do ～するつもり 35 invitation 招待だ

36 greatly 大いに 36 watch out for～ ～を警戒する

37 起き上がる rise 37 a bunch of ～房

38 fail 失敗する 38 total 全体の

39 plenty of～ たくさんの～ 39 release A from B AをＢから放す

40 sigh ため息つく 40 flash ピカッと光る

41 with ～と一緒に 41 tightly しっかりと

42 たくさんの much… 42 fail 失敗する

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／Have a nice day

1 in the future 将来 1 in the future 将来
2 in front of ～の前に 2 in front of ～の前に
3 石 stone 3 石 stone
4 晴れた clear 4 晴れた clear
5 throw 投げる 5 throw 投げる
6 popcorn ポップコーン 6 popcorn ポップコーン
7 after ～の後に 7 after ～の後に
8 peanut ピーナツ 8 peanut ピーナツ
9 豚 pig 9 豚 pig
10 soap 石鹸 10 soap 石鹸
11 enjoy doing ～するのが好きだ 11 enjoy doing ～するのが好きだ
12 because of ～が原因で 12 because of ～が原因で
13 stay with ～のところに泊まる 13 stay with ～のところに泊まる
14 each めいめい 14 each めいめい
15 beef 牛肉 15 beef 牛肉
16 a.m 午前何時 16 a.m 午前何時
17 p.m 午後 17 p.m 午後
18 お互いに each other 18 お互いに each other
19 幸福 happily 19 幸福 happily
20 through ～を通って 20 through ～を通って
21 毎月 monthly 21 毎月 monthly
22 今でも still 22 今でも still
23 anybody 誰か 23 anybody 誰か
24 yourself あなた自身 24 yourself あなた自身
25 確かに certainly 25 確かに certainly
26 王子 prince 26 王子 prince
27 ひつじ sheep 27 ひつじ sheep
28 詩 poem 28 詩 poem
29 so それで 29 so それで
30 niece めい 30 niece めい
31 第一日目 on the first day 31 第一日目 on the first day
32 themselves 彼ら自身 32 themselves 彼ら自身
33 花びん vase 33 花びん vase
34 夢 dream 34 夢 dream
35 型 style 35 型 style
36 花 blossom 36 花 blossom
37 池 pond 37 池 pond
38 heart 心臓 38 heart 心臓
39 railroad 鉄道 39 railroad 鉄道
40 race 競走 40 race 競走
41 運 luck 41 運 luck
42 技師 engineer 42 技師 engineer
43 コショウ pepper 43 コショウ pepper
44 10代若者 teenager 44 10代若者 teenager
45 most of all 中でも 45 most of all 中でも
46 ある日 one day 46 ある日 one day
47 硬貨 coin 47 硬貨 coin
48 just then ちょうどその時 48 just then ちょうどその時
49 乾いた dry 49 乾いた dry
50 itself それ自身 50 itself それ自身
51 churchは 教会 51 churchは 教会
52 シマウマ zebra 52 シマウマ zebra
53 劇 drama 53 劇 drama
54 表 list 54 表 list
55 鶏肉 chicken 55 鶏肉 chicken
56 地球 earth 56 地球 earth
57 ヘビ snake 57 ヘビ snake
58 客 guest 58 客 guest
59 South America 南アメリカ 59 South America 南アメリカ
60 はちみつ honeyで 60 はちみつ honeyで
61 海 sea 61 海 sea
62 forever 永久に 62 forever 永久に
63 some day いつか 63 some day いつか
64 電話 Tel 64 電話 Tel
65 by ～で 65 by ～で
66 shall ～しましょうか 66 shall ～しましょうか
67 ago ～前に 67 ago ～前に
68 乾燥機 dryer 68 乾燥機 dryer
69 楽団 band 69 楽団 band
70 くじら whale 70 くじら whale
71 消しゴム eraser 71 消しゴム eraser
72 会館 hall 72 会館 hall
73 電灯 light 73 電灯 light
74 彼は he 74 彼は he
75 早く early 75 早く early
76 South Africa 南アフリカ 76 South Africa 南アフリカ
77 fire engine 消防車 77 fire engine 消防車
78 運動場 ground 78 運動場 ground
79 流行 fashion 79 流行 fashion
80 him 彼を 80 him 彼を

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／Hello,Again～昔からある場所～

1 子猫 kitten 1 minute 1分
2 捕らえられる take 2 attend 出席する
3 show ～を見せる 3 be back 戻る
4 飛ぶ fly 4 believe 信じる
5 混ぜる mix 5 both 両方
6 pull 引く 6 build 建てる/築く

7 one 一つ 7 care about ～気遣う
8 over ～の上に 8 dear 親愛なる～
9 host 主人 9 die if ～で死ぬ

10 手袋 glove 10 even ～でさえ
11 夢 dream 11 expect ～を期待する
12 笑う laugh 12 fold 折りたたむ
13 solve ～を解く 13 give back ～を返す
14 コップ glass 14 headache 頭痛
15 how to do ～の仕方 15 hold 持つ/強い/握る

16 make 作る 制作する 組み立てます 16 host 主人
17 take 取る・つかむ・抱く・連れてく 17 how to do ～の仕方
18 expect ～を期待する 18 make 作る/制作する/組み立てる

19 build 建てる・築く 19 make noise 音を立てる

20 hold 持つ・握る 20 never 一度も～ない
21 believe 信じる 21 one 一つ

22 surprised 驚いた 22 one of ～の一人
23 fold 折りたたむ 23 outside 外に
24 床 floor 24 over ～の上に

25 even ～でさえ 25 pull 引く
26 イタリア人 Italian 26 push ～を押す
27 1分 minute 27 right away すぐに

28 still まだ 28 show ～を見せる
29 outside 外に 29 solve ～を解く
30 はさみ scissors 30 sorry 気の毒に思って

31 yet もう/まだ～ない 31 still まだ
32 push ～を押す 32 surprised 驚いた
33 attend 出席する 33 take 取る/つかむ/抱く/連れてく

34 sorry 気の毒に思って 34 than ～よりも

35 never 一度も～ない 35 yet もう/まだ～ないです

36 dear 親愛なる～ 36 Italian イタリア人

37 make noise 音を立てる 37 glass コップ
38 階段 stair 38 scissors はさみ
39 headache 頭痛 39 stair 階段
40 自分の own 40 on vacation 休暇
41 味 taste 41 mix 混ぜる

42 both  ～は両方 42 kitten 子猫
43 than ～よりも 43 own 自分の
44 図書館員  librarian 44 glove 手袋
45 祖母 grandmother 45 floor 床

46 休暇 on vacation 46 laugh 笑う

47 care about ～気遣う 47  librarian 図書館員
48 right away すぐに 48 grandmother 祖母
49 die if ～で死ぬ 49 fly 飛ぶ
50 be back 戻るのよ 50 take 捕らえられる
51 one of ～の一人 51 taste 味
52 give back ～を返す 52 dream 夢

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／HELLO

1 rain 雨が降る 1 keep one's promise 約束を守る

2 work 作動する 2 have a good sleep ぐっすり眠るのさ

3 how many times～ 何回～（なになに） 3 move to ～に引っ越す

4 海外からの from abroad 4 strong 強い

5 Aを家に置き忘れる leave A at home 5 get better 上手になる

6 day after day 来る日も来る日も 6 go away 立ち去る

7 have a good memory 記憶力いい 7 leave A at home Aを家に置き忘れる

8 have a good sleep ぐっすり眠るのさ 8 day after day 来る日も来る日も

9 have a chance to do ～（なに）する機会ある 9 feel like doing ～したい気がする

10 国際的な international 10 international 国際的な

11 take a rest 休憩する 11 how many times～ 何回～（なになに）

12 get better 上手になる 12 take a rest 休憩する

13 lonely さびしい 13 work well うまくいく

14 feel like doing ～したい気がする 14 agree with ～に同意する

15 keep one's promise 約束を守る 15 from abroad 海外からの

16 as many (名詞）as～ ～ほどたくさんの 16
have a chance to
do

～（なに）する機会ある

17 元気そうに見える look wellです 17 tell a lie 嘘をつく

18 have a great time 楽しく過ごす 18 smile 微笑む

19 go away 立ち去る 19 rain 雨が降る

20 うまくいく work well 20 look well 元気そうに見える

21 嘘をつく tell a lie 21 work 作動する

22 agree with ～に同意する 22 port 港

23 強い strong 23 bright 明るい

24 世界で in the world 24 in the world 世界で

25 明るい bright 25 lonely さびしい

26 微笑む smile 26 make money 金を稼ぐ

27 move to ～に引っ越す 27
as many (名詞）as
～

～ほどたくさんの

28 make money 金を稼ぐ 28 have a good memory 記憶力いい

29 port 港 29 have a great time 楽しく過ごす

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／HOTEL PACIFIC

1 制度 system 1 left 左
2 線 line 2 plan 予定
3 go for a walk 散歩行く 3 jump ジャンプ
4 be filled with ～でいっぱい 4 coach コート
5 funny おかしい 5 be known to ～に知られている
6 add ～を加える 6 toy おもちゃ
7 disappear 存在しなくなる 7 hospital 病院
8 storm 嵐 8 photo 写真
9 腕 arm 9 line 線
10 address 住所 10 funny おかしい
11 耳 ear 11 fence 囲い
12 photo 写真 12 lose one's way 道に迷う
13 自転車 bike 13 store 店
14 囲い fence 14 see ～に会う
15 食事 meal 15 go for a walk 散歩行く
16 底 bottom 16 add ～を加える
17 hurricane ハリケーン 17 fine 元気な
18 何か something 18 castle 城
19 camp キャンプ 19 movie 映画
20 城 castle 20 lucky ラッキー
21 jump ジャンプ 21 hurricane ハリケーン
22 熱 fever 22 system 制度
23 日没 sunset 23 steak ステーキ
24 toy おもちゃ 24 beautiful 美しい
25 下級の junior 25 bike 自転車
26 doughnut ドーナツ 26 sunset 日没
27 beautiful 美しい 27 fever 熱
28 come true 実現する 28 right 右
29 be known to ～に知られている 29 elephant ゾウ
30 be pleased to do ～してうれしい 30 daily 毎日の
31 be scared of ～を恐れる 31 simple 簡単な
32 take lessons レッスンを受ける 32 doughnut ドーナツ
33 lose one's way 道に迷う 33 sure 確かな
34 tight きつい 34 take lessons レッスンを受ける
35 ゴミ garbage 35 part 部分
36 soldier 軍人 36 camp キャンプ
37 lucky ラッキー 37 question 質問
38 simple 簡単な 38 last 続く
39 cookie クッキー 39 address 住所
40 daily 毎日の 40 arm 腕
41 generation 世代 41 dictionary 辞書
42 辞書 dictionary 42 be filled with ～でいっぱい
43 ready 準備ができて 43 soldier 軍人
44 right 右 44 ready 準備ができて
45 left 左 45 ear 耳
46 質問 question 46 generation 世代
47 see ～に会う 47 bottom 底
48 sure 確かな 48 practice 練習
49 steak ステーキ 49 meal 食事
50 fine 元気な 50 something 何か
51 coach コート 51 get  home 帰宅する
52 続く last 52 tight きつい
53 elephant ゾウ 53 garbage ゴミ
54 店 store 54 be scared of ～を恐れる
55 movie 映画 55 be pleased to do ～してうれしい
56 part 部分 56 storm 嵐
57 plan 予定 57 junior 下級の
58 練習 practice 58 disappear 存在しなくなる
59 病院 hospital 59 cookie クッキー
60 get  home 帰宅する 60 come true 実現する

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／RUNNER

1 in return の返礼として 1 up and down ～を行ったり来たりして

2 no longer ～もはや～でない 2 bare 裸の

3 be made from～ ～から作られる 3 go on doing ～をし続ける

4 in peace 安心をして 4 It takes A time to do Ａが～するのに時間かかる

5 increase ～を増加させる 5 so とても

6 遠い昔から for long age 6 be jealous of～ ～をねたむ

7 succeed in doing ～することに成功する 7 no longer ～もはや～でない

8 keep doing ～を待たせる 8 minor 重要でない

9 できるだけたくさんの as much as one can 9 in return の返礼として

10 体を大事にする take care of oneself 10 newcomer 新しく来た人

11 cry for～ ～を求めて叫ぶ 11 be made into～ ～に作られる

12 become of～ ～がどうなる 12 Would you mind doing? ～していただけませんか

13 be out of sight 見えなくなる 13 for long age 遠い昔から

14 まもなく before long 14 before long まもなく

15 begin doing ～をし始める 15 in peace 安心をして

16 be made into～ ～に作られる 16 cry for～ ～を求めて叫ぶ

17 help yourself to～ ～を自由にとって食べる 17 become of～ ～がどうなる

18 at least 少なくとも 18 help A with B AをＢのことで助ける

19 とにかく anyway 19 square 正方形

20 さて well 20 help yourself to～ ～を自由にとって食べる

21 be jealous of～ ～をねたむ 21 discriminate ～を差別する

22 It takes A time to do Ａが～するのに時間かかる 22 guidebook 旅行案内書

23
There's something
wrong with～

～の調子がどこかおかし
い

23
There's something
wrong with～

～の調子がどこかおかし
い

24 Would you mind doing? ～していただけませんか 24 be afraid that～ ～と思う

25 help A with B AをＢのことで助ける 25 colony 植民地

26 go on doing ～をし続ける 26 well さて

27 up and down ～を行ったり来たりして 27 at least 少なくとも

28 focus A on B AをＢに集中する 28 as much as one can できるだけたくさんの

29 重要でない minor 29 increase ～を増加させる

30 discriminate ～を差別する 30 take care of oneself 体を大事にする

31 裸の bare 31 begin doing ～をし始める

32 とても so 32 succeed in doing ～することに成功する

33 be afraid that～ ～と思う 33 snowstorm 吹雪

34 個人的な private 34 private 個人的な

35 嫉妬深い jealous 35 keep doing ～を待たせる

36 神経質な nervous 36 focus A on B AをＢに集中する

37 吹雪 snowstorm 37 nervous 神経質な

38 植民地 colony 38 be out of sight 見えなくなる

39 旅行案内書 guidebook 39 jealous 嫉妬深い

40 正方形 square 40  be made from～ ～から作られる

41 新しく来た人 newcomer 41 anyway とにかく

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／Tomorrow never knows

1 sound ～に聞こえる 1 convenience 便利さ

2 win ～に勝つ 2 well 元気な

3 musical ミュージカル 3 boil ～をゆでる

4 miss ～に乗り遅れる 4 sick 気分が悪い

5 put ～を置く 5 expensive 高価な

6 move ～を移り住む 6 take a picture 写真撮る

7 travel to ～旅行する 7 talk on the phone 電話で話す

8 talk on the phone 電話で話す 8 end 終わり

9 introduce A to B AをBに紹介する 9 war war 戦争

10 このように like this 10 close 近い

11 計画 project 11 in those days その当時は

12 高価な expensive 12 burn 燃える

13 夫 husband 13 be in a hurry あわてている

14 alive 生きている 14 free 無料も

15 less より少ない（littleの比較級） 15 wood 木材

16 concert 演奏会 16 discover ～を発見する

17 主な main 17 performance 演技

18 試験 exam 18 concert 演奏会

19 fill in ～ に記入する 19 touch ～に触る

20 in those days その当時は 20 language 言語

21 control ～を制御する 21 put ～を置く

22 boil ～をゆでる 22 win ～に勝つ

23 touch ～に触る 23 exam 試験は

24 hang ～を掛ける 24 everywhere どこでも

25 何か something 25 something 何か

26 rocket ロケット 26 nature 自然

27 準備する prepare 27 road 道

28 discover ～を発見する 28 type 型

29 型 type 29 move ～を移り住む

30 rest 休息 30 rocket ロケット

31 wood 木材 31 like this このように

32 南の southern 32 husband 夫

33 燃える burn 33 less より少ない（littleの比較級）

34 どこでも everywhere 34 alive 生きている

35 暇な free 35 southern 南の

36 無料も free 36 travel to ～旅行する

37 元気な well 37 dish 料理

38 自然 nature 38 main 主な

39 in the middle of ～の真ん中 39 actor 俳優

40 あわてている be in a hurry 40 in the middle of ～の真ん中

41 hear from ～から便りある 41 project 計画

42 take a picture 写真撮る 42 ice 氷

43 色 color 43 hang ～を掛ける

44 機械 machine 44 color 色

45 近い close 45 free 暇な

46 便利さ convenience 46 hear from ～から便りある

47 sick 気分が悪い 47 fill in ～ に記入する

48 道 road 48 musical ミュージカル

49 俳優 actor 49 office 事務所

50 war war 戦争 50 secret 秘密

51 秘密 secret 51 introduce A to B AをBに紹介する

52 言語 language 52 miss ～に乗り遅れる

53 演技 performance 53 sound ～に聞こえる

54 料理 dish 54 control ～を制御する

55 終わり end 55 machine 機械

56 氷 ice 56 rest 休息

57 事務所 office 57 prepare 準備する

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／ありがとう

1 invent ～を発明する 1 enjoyable 楽しい
2 flight 飛行機の便 2 all すべてのもの
3 costume 衣装 3 foreign 外国の
4 damage 損害 4 each それぞれの
5 年配の elderly 5 discount 割引
6 男性の male 6 be ready to do ～する準備ができてる
7 女性の female 7 be…famous for ～で有名です
8 最新の latest 8 symbol 象徴
9 象徴 symbol 9 dining 食事
10 免許 license 10 boring 退屈な
11 すぐに right now 11 elderly 年配の
12 kill 殺す 12 human 人間の
13 熱心に hard 13 continent 大陸
14 ふたたび again 14 familiar 聞きなれた
15 大陸 continent 15 sleep 眠る
16 理科 science 16 herself 彼女自身を
17 曇った cloudy 17 state 州
18 dining 食事 18 hard 熱心に
19 絵を描くこと painting 19 nephew おい
20 彼女自身を herself 20 flight 飛行機の便
21 外国の foreign 21 athlete スポーツ選手
22 伝言 message 22 sail 後悔する
23 空腹の hangry 23 message 伝言
24 それぞれの each 24 recycle ～を再利用する
25 nervous 緊張した 25 right now すぐに
26 arrive 到着する 26 science 理科
27 図書館 library 27 TRUE 本当の
28 大部分の most 28 perfect 完全な
29 すべてのもの all 29 cloudy 曇った
30 athlete スポーツ選手 30 costume 衣装
31 楽しい enjoyable 31 male 男性の
32 退屈な boring 32 exciting わくわくさせる
33 ceiling 天井 33 shoot ～を撃つ
34 cancel ～を取り消す 34 wonderful すばらしい
35 人間の human 35 asleep 眠って
36 本当の TRUE 36 library 図書館
37 割引 discount 37 hangry 空腹の
38 realize 気づく 38 kill 殺す
39 asleep 眠って 39 explain ～を説明する
40 後悔する sail 40 license 免許
41 わくわくさせる exciting 41 easily 簡単に
42 state 州 42 interesting 面白い
43 おい nephew 43 offer ～を提供する
44 sleep 眠る 44 celebrate ～を祝い
45 around およそ 45 arrive 到着する
46 difficult 難しい 46 realize 気づく
47 celebrate ～を祝い 47 judge ～を判断する
48 すばらしい wonderful 48 latest 最新の
49 ２階へ upstairs 49 behind ～の後ろに
50 be ready to do ～する準備ができてる 50 most 大部分の
51 be…famous for ～で有名です 51 female 女性の
52 recycle ～を再利用する 52 painting 絵を描くこと
53 offer ～を提供する 53 cancel ～を取り消す
54 behind ～の後ろに 54 difficult 難しい
55 familiar 聞きなれた 55 damage 損害
56 shoot ～を撃つ 56 again ふたたび
57 explain ～を説明する 57 invent ～を発明する
58 judge ～を判断する 58 around およそ
59 完全な perfect 59 upstairs ２階へ
60 簡単に easily 60 nervous 緊張した
61 面白い interesting 61 ceiling 天井

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／エロティカセブン

1 homestay ホームステイ 1 musical ミュージカル
2 tournament トーナメント 2 wine ワイン
3 medal メダル 3 coach コーチ
4 idea アイデア 4 panda パンダ
5 report レポート 5 website ウェブサイト
6 website ウェブサイト 6 stadium スタジアム
7 event イベント 7 recipe レシピ
8 sofa ソファ 8 communication コミュニケーション
9 action アクション 9 button ボタン

10 hamburger ハンバーガー 10 dress ドレス
11 coat コート 11 milligram ミリグラム
12 dress ドレス 12 part-time パートタイム
13 uniform ユニフォーム 13 pie パイ
14 part-time パートタイム 14 cookie クッキー
15 Internet インターネット 15 dessert デザート
16 sandwich サンドウィッチ 16 parade パレード
17 present プレゼント 17 centimeter センチメートル
18 pool プール 18 pizza ピザ
19 locker ロッカー 19 doughnut ドーナツ
20 panda パンダ 20 millimeter ミリメートル
21 dessert デザート 21 list リスト
22 sale セール 22 ticket チケット
23 camera カメラ 23 pajamas パジャマ
24 pie パイ 24 star スター
25 pancake パンケーキ 25 comedy コメディ
26 comedy コメディ 26 fork フォーク
27 doughnut ドーナツ 27 speech スピーチ
28 communication コミュニケーション 28 chimpanzee チンパンジー
29 coach コーチ 29 interview インタビュー
30 goalの ゴール 30 camera カメラ
31 page ページ 31 homestay ホームステイ
32 barbecue バーベキュー 32 homesick ホームシック
33 recipe レシピ 33 coat コート
34 video ビデオ 34 jump ジャンプ
35 button ボタン 35 steak ステーキ
36 shef シェフ 36 suitcase スーツケース
37 fork フォーク 37 poster ポスター
38 oven オーブン 38 tournament トーナメント
39 pizza ピザ 39 hint ヒント
40 cookie クッキー 40 online オンライン
41 wine ワイン 41 medal メダル
42 steak ステーキ 42 tour ツアー
43 star スター 43 locker ロッカー
44 poster ポスター 44 shampoo シャンプー
45 dollar ドル 45 sneaker スニーカー
46 group グループ 46 digital デジタル
47 tour ツアー 47 pancake パンケーキ
48 homesick ホームシック 48 chocolate チョコレート
49 necklace ネックレス 49 event イベント
50 sweater セーター 50 report レポート
51 online オンライン 51 rock band ロックバンド
52 interview インタビュー 52 sofa ソファ
53 tour ツアー 53 ice cream アイスクリーム
54 guide ガイド 54 oven オーブン
55 pajamas パジャマ 55 radio ラジオ
56 digital デジタル 56 kilogram キログラム
57 computer コンピューター 57 hamburger ハンバーガー
58 ticket チケット 58 scarf スカーフ
59 band バンド 59 present プレゼント
60 chocolate チョコレート 60 necklace ネックレス
61 ice cream アイスクリーム 61 uniform ユニフォーム
62 luckily ラッキー 62 video ビデオ
63 rock band ロックバンド 63 Internet インターネット
64 queen クイーン 64 luckily ラッキー
65 stadium スタジアム 65 juice ジュース
66 speech スピーチ 66 shock ショック
67 rule ルール 67 sandwich サンドウィッチ
68 parade パレード 68 guide ガイド
69 musical ミュージカル 69 rocket ロケット
70 design デザイン 70 rule ルール
71 hint ヒント 71 shef シェフ
72 juice ジュース 72 group グループ
73 jump ジャンプ 73 queen クイーン
74 chimpanzee チンパンジー 74 band バンド
75 scarf スカーフ 75 action アクション
76 shock ショック 76 page ページ
77 radio ラジオ 77 tour ツアー
78 sneaker スニーカー 78 sweater セーター
79 shampoo シャンプー 79 barbecue バーベキュー
80 shower シャワー 80 shower シャワー
81 rocket ロケット 81 dollar ドル
82 list リスト 82 goalの ゴール
83 suitcase スーツケース 83 idea アイデア
84 millimeter ミリメートル 84 sale セール
85 centimeter センチメートル 85 design デザイン
86 milligram ミリグラム 86 computer コンピューター
87 kilogram キログラム 87 pool プール

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／ギザギザハートの子守歌

1 treat もてなし 取り扱う 1 base 土台

2 自由 liberty 2 society 社会

3 息 breath 3 ghost ゆうれい

4 curve 曲線 4 １年中頃 midyear

5 束 bunch 5 trade 貿易

6 航空会社 airline 6 hold up ～を持ち上げる

7 fear 恐怖 7 recently 近頃

8 社会 society 8 bunch 束

9 貿易 trade 9 opener 開ける道具

10 土台 base 10 fear 恐怖

11 ゆうれい ghost 11 contribution 寄付

12 人 one 12 breath 息

13 be aware of ～を知ってる 13 curve 曲線

14 hold up ～を持ち上げる 14 be up to～ ～次第である

15 by way of～ ～を経由して 15 nowadays 今日では

16 call up～ ～に電話かける 16 all the time その間ずっと

17 いっぱいにする fill up～ 17 fill up～ いっぱいにする

18 in a line 一列に並んで 18 in a line 一列に並んで

19 生産 production 19 liberty 自由

20 １年中頃 midyear 20 treat もてなし 取り扱う

21 開ける道具 opener 21 calculate ～を計算する

22 寄付 contribution 22 run through ～を通って流れる

23 excuse ～を許す 23 one 人

24 calculate ～を計算する 24 by way of～ ～を経由して

25 商業地区 downtown 25 So do I 私も同じです

26 face to face ～と向かいあい 26 production 生産

27 近頃 recently 27 on earth 地球上

28 今日では nowadays 28 grilled 網焼きで焼いた

29 run through ～を通って流れる 29 call up～ ～に電話かける

30 be up to～ ～次第である 30 airline 航空会社

31 地球上 on earth 31 Why don't you～？ ～した方がよい

32 grilled 網焼きで焼いた 32 face to face ～と向かいあい

33 その間ずっと all the time 33 take place ～が起こる

34 So do I 私も同じです 34 get away 退く

35 get away 退く 35 excuse ～を許す

36 Why don't you～？ ～した方がよい 36 downtown 商業地区

37 take place ～が起こる 37 be aware of ～を知ってる

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／シーソーゲーム～勇敢な恋の歌～

1 未婚女性 Miss 1 ～or so～ またはそのくらい

2 ～or so～ またはそのくらい 2 ～St ～通り

3 nor ～もまた～でない 3 ～など etc

4 cause ～を引き起こす 4 a piece of～ １枚

5 prefer ～の方が好き 5 tell A about～ Aに～について教える

6 Do you mind if～？ ～しても構いませんか？ 6 ask A for B AにＢを求める

7 only ただ～だけ 7 mix A with B AにＢを混ぜる

8 exist 存在する 8 leave A for B AをＢのために残しておく

9 repair ～を修理する 9 bay 湾

10 一般の general 10 begin ～を始める

11 酸性の acid 11 over ～上方に

12 not so（形容詞）as～ ～ほど・・・でない 12 as A as B Bと同じくらいＡ

13 wide 幅が～の 13 leave A for B Bに向かってＡを去る

14 let A go Aを行かせるのさ 14 cause ～を引き起こす

15 gently やさしく 15 deep 深さが～の

16 none だれも～でない 16 do with～ ～を扱う

17 forward 前方へ 17 Do you mind if～？ ～しても構いませんか？

18 various いろいろな 18 either of＋名詞の複数形 ～のどちらか

19 a piece of～ １枚だ 19 exist 存在する

20 beginを始める over上方に 20 forward 前方へ

21 AをＢのために残しておく leave A for B 21 gently やさしく

22 Bに向かってＡを去る leave A for B 22 how どうやって

23 AにＢを求める ask A for B 23 let A go Aを行かせるのさ

24 AにＢを混ぜる mix A with B 24 mail ～を郵送する

25 Aに～について教える tell A about～ 25 mix ～を混ぜる

26 Bと同じくらいＡ as A as B 26 none だれも～でない

27 札入れ wallet 27 nor ～もまた～でない

28 マグカップ mug 28 not so（形容詞）as～ ～ほど…でない

29 how どうやって 29 of ～の

30 with ～と一緒に 30 one third of～ ３分の１

31 of ～の 31 only ただ～だけ

32 深刻な serious 32 prefer ～の方が好き

33 ずっと even＋比較級 33 repair ～を修理する

34 either of＋名詞の複数形 ～のどちらか 34 tight ぴったりした

35 mix ～を混ぜる 35 umbrella 傘

36 umbrella 傘だ 36 us 私たちを

37 weaken ～を弱くする 37 various いろいろな

38 us 私たちを 38 weaken ～を弱くする

39 mail ～を郵送する 39 wide 幅が～の

40 ～など etc 40 with ～と一緒に

41 ～St ～通り 41 with ～に関しては

42 deep 深さが～の 42 Up Side Down お望み通り

43 tight ぴったりした 43 even＋比較級 ずっと

44 do with～ ～を扱う 44 mug マグカップ

45 お望み通り Up Side Down 45 general 一般の

46 with ～に関しては 46 wallet 札入れ

47 bay 湾 47 acid 酸性の

48 one third of～ ３分の１ 48 serious 深刻な

49 Miss 未婚女性

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／タマシイレボリューション

1 trade with～ ～と交換する 1 shadow 影

2 be on time 時間通りに 2 comb くし

3 be in bloom 咲いている 3 nod うなずく

4 starve 飢える 4 topic 話題

5 ばかげた silly 5 exciting 興奮させる

6 ゆかいな merry 6 trade with～ ～と交換する

7 勇敢な brave 7 tank 水槽

8 高価な valuable 8 education 教育

9 便利な handy 9 quarrel けんか

10 nod うなずく 10 brotherhood 兄弟関係

11 twist ～をねじる 11 ray 光線

12 これ以上～ない not any more 12 ruin 破滅

13 come on さあ行こう 13 twist ～をねじる

14 教育 education 14 freezer 冷凍庫

15 合言葉 password 15 hunger 空腹の

16 pan 平たい鍋 16 heaven 天国

17 はし chopstick 17 paste のり

18 冷凍庫 freezer 18 major 主要な

19 女神 goddess 19 Ｍｓ． 一般女性

20 signal 信号 20 goddess 女神

21 ポピュラーミュージック pop 21 jewel 宝石

22 話題 topic 22 distance 距離

23 破滅 ruin 23 costume 服装

24 transportation 輸送 24 brave 勇敢な

25 項目 item 25 starve 飢える

26 距離 distance 26 pan 平たい鍋

27 けんか quarrel 27 folklore 民話

28 民話 folklore 28 include ～を含む

29 同盟 league 29 password 合言葉

30 航海 voyage 30 chief 長

31 のり paste 31 voyage 航海

32 ことわざ saying 32 purse 財布

33 受付 information desk 33 chopstick はし

34 水槽 tank 34 item 項目

35 空腹の hunger 35 past 過去の

36 ray 光線 36 tail 尾

37 include ～を含む 37 crowd 群集

38 Ｍｓ． 一般女性 38 transportation 輸送

39 くし comb 39 silly ばかげた

40 victory 勝利 40 not any more これ以上～ない

41 jewel 宝石 41 merry ゆかいな

42 天国 heaven 42 handy 便利な

43 agriculture 農業 43 be in bloom 咲いている

44 服装 costume 44 agriculture 農業

45 欠乏 lack 45 be on time 時間通りに

46 群集 crowd 46 come on さあ行こう

47 尾 tail 47 pop ポピュラーミュージック

48 財布 purse 48 victory 勝利

49 solve ～を解く 49 league 同盟

50 興奮させる exciting 50 valuable 高価な

51 過去の past 51 bathtub 浴槽

52 主要な major 52 lack 欠乏

53 西の western 53 information desk 受付

54 長 chief 54 signal 信号

55 影 shadow 55 western 西の

56 兄弟関係 brotherhood 56 saying ことわざ

57 浴槽 bathtub 57 solve ～を解く

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／チェリー

1 島 island 1 sight 視力

2 bookstore 書店 2 space 宇宙

3 庭 garden 3 importance 重要性

4 おば aunt 4 fast 速い

5 宇宙 space 5 fridge 冷蔵庫

6 fit ～に合う 6 on one's right 右手に

7 catch ～を捕まえる 7 fit ～に合う

8 hurt 痛む 8 survive ～を生き残る

9 火事 fire 9 the other day 先日

10 ahead 前方に 10 once more もう一度

11 escape 逃げる 11 fire 火事

12 act ～を演じる 12 escape 逃げる

13 part of ～の一部 13 bookstore 書店

14 on one's right 右手に 14 enough 十分な

15 shout at ～に叫ぶ 15 necessary 必要な

16 the other day 先日 16 meeting 会議

17 something to do 何か何をするものだ 17 midnight 真夜中

18 at a time 一度に 18 smoke タバコを吸う

19 next to ～の隣に 19 flag 旗

20 once more もう一度 20 shy 内気

21 take out ～を取り出す 21 famous 有名な

22 内気 shy 22 something to do 何か何をするものだ

23 事故 accident 23 accident 事故

24 速い fast 24 at once すぐに

25 produce ～を生産する 25 next to ～の隣に

26 タバコを吸う smoke 26 ahead 前方に

27 survive ～を生き残る 27 produce ～を生産する

28 midnight 真夜中 28 noisy 騒がしい

29 score 点数 29 professional 専門職の

30 視力 sight 30 snow 雪降る

31 at once すぐに 31 score 点数

32 fair バザー 32 polite 礼儀正しい

33 勝利者 winner 33 island 島

34 meeting 会議 34 among ～の中に

35 雪降る snow 35 cheerful 元気の良い

36 有名な famous 36 garden 庭

37 enough 十分な 37 take out ～を取り出す

38 professional 専門職の 38 sadness 悲しみ

39 among ～の中に 39 aunt おば

40 騒がしい noisy 40 shout at ～に叫ぶ

41 旗 flag 41 part of ～の一部

42 重要性 importance 42 hurt 痛む

43 冷蔵庫 fridge 43 helpful 役立つ

44 行楽地 resort 44 at a time 一度に

45 悲しみ sadness 45 catch ～を捕まえる

46 必要な necessary 46 fair バザー

47 元気の良い cheerful 47 winner 勝利者

48 役立つ helpful 48 act ～を演じる

49 礼儀正しい polite 49 resort 行楽地

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／ドアをノックするのは誰だ

1 what to do 何を～すべきだ 1 decide to do  ～することに決める
2 a few 少数の 2 sleep well よく眠る
3 when to do いつすべきか 3 get off ～を降りる
4 do one's homework 宿題する 4 turn down 音量下げる
5 finish doing ～し終える 5 have to do ～しなければならない
6 go fishing 釣り行く 6 cut down ～を切り倒す
7 stop by 立ち寄る 7 how long どのくらいの長さ
8 look forward to doing ～するのを楽しみに待つ 8 do well うまくいく
9 stay with ～のところに滞在する 9 go fishing 釣り行く
10 sleep well よく眠る 10 enjoy doing ～して楽しむ
11 look for ～を探す 11 be knows as ～として知られてる
12 this is one's first time to 何々にとって～することは初めて 12 keep in touch with ～と連絡を保つ
13 throw away ～を捨てる 13 in peace 平和に
14 for oneself 自分で 14 have a stomachache 腹痛する
15 turn off 明かり消す 15 public 人前で
16 think for ～のことを考える 16 some other time またの機会に
17 turn down 音量下げる 17 put on ～を着る
18 think about doing ～することについて考える 18 for oneself 自分で
19 start with ～で始まる 19 be able to do ～することができる
20 have time to do ～する時間ある 20 first of all まず最初に
21 leave a message 伝言を残す 21 get to ～に着く
22 a lot of 多くの～ 22 turn up 音量上げる
23 どのくらいの長さ how long 23 arrive in ～に到着する
24 how often どのくらいの頻度 24 get cold 寒くなる
25 chocolate チョコレート 25 stop by 立ち寄る
26 have a stomachache 腹痛する 26 not ～yet まだ～ない
27 過ぎ去る go by 27 throw away ～を捨てる
28 怒る get angry 28 surf the Internet インターネット見て回る
29 be close to ～に近い 29 come back 戻る
30 in peace 平和に 30 hear of ～を耳にする
31 get back ～から戻る 31 belong to ～に属する
32 fall in love with ～に恋をする 32 be surprised to do ～して驚く
33 say to oneself ひとりごとを言う 33 have been to ～に行ったことがある
34 where to do どこへすべきか 34 go by 過ぎ去る
35 have to do ～しなければならない 35 a few 少数の
36 look up ～を調べる 36 chocolate チョコレート
37 in a circle 輪になって 37 shake hands with～ 握手する
38 do well うまくいく 38 make A of B ＢでＡを作る
39 clean up ～をきれいに片付ける 39 think for ～のことを考える
40 get hungry 空腹になる 40 have time to do ～する時間ある
41 every other day 一日おきに 41 what to do 何を～すべきだ
42 at least 少なくとも 42 where to do どこへすべきか
43 hear of ～を耳にする 43 be late for ～に遅れる
44 write down ～を書きとめる 44 start with ～で始まる
45 keep in touch with ～と連絡を保つ 45 every other day 一日おきに
46 make A of B ＢでＡを作る 46 go into ～に入る
47 public 人前で 47 be glad to do  ～してうれしい
48 be knows as ～として知られてる 48 get angry 怒る
49 cut down ～を切り倒す 49 look up ～を調べる
50 go into ～に入る 50 toward ～の方へ
51 belong to ～に属する 51 at last ついに、とうとう
52 be similar to ～に似てる 52 be absent from ～を休んでる
53 cheer up ～を元気づける 53 fall in love with ～に恋をする
54 be sick in bed 病気で寝ているよ 54 clean up ～をきれいに片付ける
55 a number of ～多くの 55 cheer up ～を元気づける
56 get away form ～から逃げる 56 in a circle 輪になって
57 at school 学校で 57 look for ～を探す
58 arrive in ～に到着する 58 think about doing ～することについて考える
59 be able to do ～することができる 59 turn on 水を出す
60 have been to ～に行ったことがある 60 this is one's first time to 何々にとって～することは初めて
61 not ～yet まだ～ない 61 go and do  ～しに行く
62 go and do  ～しに行く 62 finish doing ～し終える
63 at last ついに、とうとう 63 write down ～を書きとめる
64 enjoy doing ～して楽しむ 64 say to oneself ひとりごとを言う
65 decide to do  ～することに決める 65 look forward to doing ～するのを楽しみに待つ
66 be absent from ～を休んでる 66 at least 少なくとも
67 be surprised to do ～して驚く 67 turn off 明かり消す
68 first of all まず最初に 68 get hungry 空腹になる
69 surf the Internet インターネット見て回る 69 get away form ～から逃げる
70 shake hands with～ 握手する 70 get back ～から戻る
71 get cold 寒くなる 71 at school 学校で
72 a piece of ～一切れの 72 be sick in bed 病気で寝ているよ
73 be glad to do  ～してうれしい 73 how often どのくらいの頻度
74 some other time またの機会に 74 get on ～に乗る
75 toward ～の方へ 75 a piece of ～一切れの
76 get on ～に乗る 76 stay with ～のところに滞在する
77 get off ～を降りる 77 when to do いつすべきか
78 turn up 音量上げる 78 be close to ～に近い
79 get to ～に着く 79 such as ～のような
80 put on ～を着る 80 leave a message 伝言を残す
81 turn on 水を出す 81 a number of ～多くの
82 come back 戻る 82 be similar to ～に似てる
83 such as ～のような 83 do one's homework 宿題する
84 be late for ～に遅れる 84 a lot of 多くの～

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／どんなときも

1 いろいろな different 1 look like ～のように見える

2 性格 personality 2 rest area 休憩所

3 うれしい glad 3 chase 追いかける

4 便りをもらう hear 4 lake 湖

5 逃げ出す run away 5 creative 独創的な

6 野生の wild 6 century 世紀

7 thanks to ～のおかげで 7 popular 人気ある

8 would like to ～したい 8 glad うれしい

9 腹を立てている upset 9 upset 腹を立てている

10 一緒に together 10 something 何か

11 数千の thousands of 11 hear 便りをもらう

12 握手する shake hands 12 direct 率直な

13 休憩所 rest area 13 newspaper 新聞

14 二回 twice 14 soon すぐに

15 so だから 15 medicine 薬

16 何か something 16 thanks to ～のおかげで

17 すぐに soon 17 follow ～に従う

18 follow ～に従う 18 so だから

19 パン職人 baker 19 twice 二回

20 独創的な creative 20 hobby 趣味

21 独りで alone 21 be able to ～できる

22 違い difference 22 price 料金

23 世紀 century 23 would like to ～したい

24 森林 forest 24 an hour 1時間につき

25 率直な direct 25 easily 簡単に

26 be able to ～できる 26 different いろいろな

27 追いかける chase 27 personality 性格

28 国 country 28 fit ～にぴったり合う

29 いとこ cousin 29 even さらに

30 簡単に easily 30 country 国

31 趣味 hobby 31 cousin いとこ

32 起こる happen 32 difference 違い

33 健康 health 33 alone 独りで

34 重い heavy 34 shade 日陰

35 日陰 shade 35 together 一緒に

36 新聞 newspaper 36 wild 野生の

37 agree with ～に賛成する 37 thousands of 数千の

38 1時間につき an hour 38 reach ～を伸ばす

39 人気ある popular 39 health 健康

40 一度 once 40 forest 森林

41 薬 medicine 41 silent 静かな

42 重要な important 42 agree with ～に賛成する

43 look like ～のように見える 43 heavy 重い

44 野原 field 44 far 遠い

45 fit ～にぴったり合う 45 once 一度

46 たとえば for example 46 follow ～に従う

47 follow ～に従う 47 field 野原

48 他の other 48 shake hands 握手する

49 料金 price 49 other 他の

50 reach ～を伸ばす 50 probably たぶん

51 静かな silent 51 happen 起こる

52 完璧に perfectly 52 important 重要な

53 遠い far 53 run away 逃げ出す

54 さらに even 54 for example たとえば

55 湖 lake 55 perfectly 完璧に

56 たぶん probably 56 baker パン職人

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／なごり雪

1 水族館 aquarium 1 about ～について

2 接触 contact 2 parachute パラシュート

3 費用が高い expensive 3 carry ～を運ぶ

4 初心者 beginner 4 be absent from ～を欠席する

5 意見 opinion 5 believe ～を信じる

6 独力で by oneself 6 mall ショッピングモール

7 全ての物 everything 7 bake ～を焼くことが

8 just on time 時間きっかりに 8 bring ～を連れてくるから

9 stew シチュー 9 should ～すべきだ

10 parachute パラシュート 10 size サイズ

11 race レース 11 find ～を見つける

12 recipe レシピ 12 such as ～のような

13 size サイズ 13 more than ～以上

14 reporter レポーター 14 a little 少し

15 hockey ホッケー 15 borrow ～を借りる

16 fence フェンス 16 decide ～を決める

17 mall ショッピングモール 17 hockey ホッケー

18 should ～すべきだ 18 contact 接触

19 少し a little 19 cozy 居心地のよい

20 cost (費用)がかかる 20 aquarium 水族館

21 more than ～以上 21 just on time 時間きっかりに

22 すぐ soon 22 expensive 費用が高い

23 belong ～に所属する 23 by oneself 独力で

24 bake ～を焼くことが 24 as ～として

25 bring ～を連れてくるから 25 beginner 初心者

26 decide ～を決める 26 cost (費用)がかかる

27 carry ～を運ぶ 27 everything 全ての物

28 borrow ～を借りる 28 pick you up あなたを迎えに行く

29 believe ～を信じる 29 belong ～に所属する

30 be absent from ～を欠席する 30 anything else 何か他のもの

31 without ～なしで 31 opinion 意見

32 either (否定文で)～もまた 32 later 後で

33 anything else 何か他のもの 33 gift 贈り物

34 about ～について 34 recipe レシピ

35 find ～を見つける 35 without ～なしで

36 pick you up あなたを迎えに行く 36 race レース

37 such as ～のような 37 fence フェンス

38 as ～として 38 either (否定文で)～もまた

39 居心地のよい cozy 39 soon すぐ

40 贈り物 gift 40 stew シチュー

41 後で later 41 reporter レポーター

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／ピンクスパイダー

1 give up doing ～することをやめる 1 each other お互い

2 be ready for ～の準備ができてる 2 take off 離陸する

3 深い deep 3 fall down 倒れる

4 簡単 easy 4 have a baby 赤ちゃんを産む

5 ながめ view 5 top 頂上

6 同級生 classmate 6 go to sleep 寝る

7 try 試す 7 get well 健康になる

8 寝る go to sleep 8 be ready for ～の準備ができてる

9 肉 meat 9 give up doing ～することをやめる

10 鍵 key 10 hill 丘

11 on one's way home 家に帰る途中で 11 key 鍵

12 change trains 電車を乗り換える 12 all night 一晩中

13 倒れる fall down 13 meat 肉

14 top 頂上 14 feel better 気分が良くなる

15 けんかする have a fight 15 feel sick 気分が悪い

16 for fun 楽しみで 16 take a trip 旅行をする

17 get well 健康になる 17 sir 先生

18 have a baby 赤ちゃんを産む 18 on one's way home 家に帰る途中で

19 すぐに in a minute 19 in a minute すぐに

20 take a trip 旅行をする 20 full いっぱいの

21 お互い each other 21 say goodbye 別れを告げる

22 as you know ご存知のように 22 easy 簡単

23 take off 離陸する 23 plan to do ～するつもりである

24 一人 alone 24 speak to ～に話しかける

25 fall asleep 眠りに落ちる 25 as you know ご存知のように

26 stay home 家にいる 26 lay ～を産む

27 feel better 気分が良くなる 27 stay home 家にいる

28 these days 最近 28 view ながめ

29 say goodbye 別れを告げる 29 change trains 電車を乗り換える

30 speak to ～に話しかける 30 have a fight けんかする

31 on foot 歩いて 31 alone 一人

32 plan to do ～するつもりである 32 for fun 楽しみで

33 all night 一晩中 33 try 試す

34 feel sick 気分が悪い 34 classmate 同級生

35 lay ～を産む 35 take a medicine 薬をのむ

36 full いっぱいの 36 fall asleep 眠りに落ちる

37 sir 先生 37 these days 最近

38 hill 丘 38 deep 深い

39 薬をのむ take a medicine 39 on foot 歩いて

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／フライングゲット

1 perfect 完全な 1 however しかしながら

2 complete 完全な 2 appreciate ～を正しく理解する

3 painful 苦しい 3 make a fool of～ ～をばかにする

4 universal 宇宙の 4 continue ～を続ける

5 ひっくり返す turn over 5 hold on 電話を切らないでおく

6 enjoy oneself 楽しむ 6 take a message 伝言受け取る

7 had better ～したほうがよい 7 patient 我慢強い

8 used to do ～するのが常だった 8 tiny ちっぽけな

9 missing 欠けている 9 sunlight 日光

10 tiny ちっぽけな 10 complete 完全な

11 busy 話し中 11 get excited 興奮する

12 blow 吹く 12 find out ～をつきとめる

13 recite ～を暗唱する 13 deliver ～を配達する

14 in uniform ユニフォームを着て 14 on the air 放送中で

15 最も良い状態で at one's best 15 in uniform ユニフォームを着て

16 hold on 電話を切らないでおく 16 be careful of～ ～に注意深い

17 spend money on～ ～に金を使う 17 What about～？ ～してはいかがですか？

18 on the air 放送中で 18 tell A to do Aにしなさいと言う

19 take the place of～ ～にとってかわる 19 painful 苦しい

20 車に乗せてくれる give one a ride 20 one third of～ ３分の１

21 in the middle of～ ～の中央に 21 knock on the door ドアをノックする

22 日光 sunlight 22 perfect 完全な

23 空気中の in the air 23 find one's way 道を見いだす

24 pay for～ ～の代金として支払う 24 in the middle of～ ～の中央に

25 しかしながら however 25 correct 正しい

26 one third of～ ３分の１ 26 make a difference 違いある

27 正しい correct 27 all the way home 家からずっと

28 pale 青ざめた 28 washer 洗う人

29 deliver ～を配達する 29 enjoy oneself 楽しむ

30 appreciate ～を正しく理解する 30 turn over ひっくり返す

31 be careful of～ ～に注意深い 31 universal 宇宙の

32 How do you like～？ ～をどう思いますか？ 32 take the place of～ ～にとってかわる

33 find one's way 道を見いだす 33 senior 年長者

34 家からずっと all the way home 34 counter 売り場

35 in the way こんな風に 35 wedding 結婚式

36 ドアをノックする knock on the door 36 another thirty minutes あと３０分

37 another thirty minutes あと３０分 37 used to do ～するのが常だった

38 take a look at～ ～をちょっと見る 38 in the air 空気中の

39 我慢強い patient 39 blow 吹く

40 ever since～ ～の後ずっと今日まで 40 take a look at～ ～をちょっと見る

41 get excited 興奮する 41 spend money on～ ～に金を使う

42 What about～？ ～してはいかがですか？ 42 in the way こんな風に

43 make a fool of～ ～をばかにする 43 pale 青ざめた

44 find out ～をつきとめる 44 How do you like～？ ～をどう思いますか？

45 take a messageは 伝言受け取る 45 recite ～を暗唱する

46 tell A to do Aにしなさいと言う 46 give one a ride 車に乗せてくれる

47 make a difference 違いある 47 had better ～したほうがよい

48 continue ～を続ける 48 at one's best 最も良い状態で

49 売り場 counter 49 ever since～ ～の後ずっと今日まで

50 年長者 senior 50 busy 話し中

51 結婚式 wedding 51 missing 欠けている

52 洗う人 washer 52 pay for～ ～の代金として支払う

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／ヘビーローテーション

1 exactly 正確に 1 set up 組み立てる

2 typically 典型的に 2 every other day 一日おき

3 予約されている reserved 3 at times 時々

4 ばかな foolish 4 exactly 正確に

5 不健康な unhealthy 5 foolish ばかな

6 自動式の automatic 6 put out 消す

7 不可能な impossible 7 automatic 自動式の

8 excellent りっぱな 8 unhealthy 不健康な

9 at times 時々 9 blow up 爆破する

10 消す put out 10 after all 結局

11 this time 今時分 11 once a week 週に１回

12 趣味として as a hobby 12 a day １日に付き

13 here and there あちこちに 13 die out 絶滅する

14 小包 package 14 heroine 女主人公

15 運び去る take away 15 jump into～ ～に飛び乗る

16 錠 lock 16 grow up 大人になる

17 はしご ladder 17 reserved 予約されている

18 put away 取っておく 18 ladder はしご

19 blow up 爆破する 19 play with～ ～と一緒に遊ぶ

20 die out 絶滅する 20 take away 運び去る

21 jump into～ ～に飛び乗る 21 excellent りっぱな

22 play with ～ ～と一緒に遊ぶ 22 mystery 神秘

23 go wrong 失敗する 23 recycling 再利用

24 side by side 並んで 24 lock 錠

25 a day １日に付き 25 as a hobby 趣味として

26 in public 公然と 26 package 小包

27 wash～away 洗い流す 27 hear of～ ～のうわさを聞く

28 be sure to do きっと～する 28 classical 古典の

29 手術 operation 29 here and there あちこちに

30 再利用 recycling 30 typically 典型的に

31 heroine 女主人公 31 go wrong 失敗する

32
stand on one's own
two feet

自立するんだね 32
stand on one's
own two feet

自立するんだね

33 週に１回 once a week 33 cut off 切り取る

34 神秘 mystery 34 as for as ～の範囲では

35 every other day 一日おき 35 impossible 不可能な

36 grow up 大人になる 36 put away 取っておく

37 set up 組み立てる 37 operation 手術

38 die from ～がもとで死ぬ 38 this time 今時分

39 hear of～ ～のうわさを聞く 39 side by side 並んで

40 結局 after all 40 in public 公然と

41 切り取る cut off 41 wash～away 洗い流す

42 as for as ～の範囲では 42 be sure to do きっと～する

43
make up one's mind
to do

～する決心をする 43
make up one's
mind to do

～する決心をする

44 古典の classical 44 die from ～がもとで死ぬ

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／ぼくらが旅に出る理由

1 be in trouble 困ってる 1 in spite of  ～にもかかわらず

2 both of ～の両方とも 2 smile at ～にほほ笑む

3 both A and B ＡとＢの両方 3 get excited 興奮する

4 for a long time 長い間 4 both A and B ＡとＢの両方

5 more than ～より多い 5 be worried about  ～を心配してる

6 make a speech スピーチする 6 be different from ～と違う

7 walk along ～に沿って歩く 7 a couple of ２つの

8 depend on ～次第である 8 a friend of mine 私の友達の一人

9 one after another は次々に 9 one after another 次々に

10 on the other hand 一方では 10 say hello to ～によろしく伝える

11 receive a prize 賞受ける 11 more than ～より多い

12 in time  ～に間に合って 12 go straight まっすぐに行く

13 neither A nor B ＡもＢもない 13 this way こちらの方向へ

14 graduate from ～を卒業する 14 depend on ～次第である

15 go straight まっすぐに行く 15 graduate from ～を卒業する

16 午前中に in the morning 16 be familiar with ～をよく知ってる

17 be at home 家にいる 17 be at home 家にいる

18 say hello to ～によろしく伝える 18 help A with ～Ａの～を手伝う

19 get out of ～から出る 19 enjoy oneself 楽しむ

20 in a group グループで 20 fill up ～でいっぱいになる

21 help A with ～Ａの～を手伝う 21 neither A nor B ＡもＢもない

22 take a look at  ～を見る 22 for a long time 長い間

23 smile at ～にほほ笑む 23 A as well as B Bと同様にAも

24 suffer from ～に苦しむ 24 no more これ以上の～はない

25 be familiar with ～をよく知ってる 25 suffer from ～に苦しむ

26 no more は これ以上の～はない 26 make a speech スピーチする

27 get excited 興奮する 27 prepare for ～の準備する

28 fill up ～でいっぱいになる 28 such a そのような～

29 prepare for ～の準備する 29 get out of ～から出る

30 such a そのような～ 30 even if ～たとえ～でも

31 be busy with ～で忙しい 31 on the other hand 一方では

32 enjoy oneself 楽しむよ 32 both of ～の両方とも

33 in spite of  ～にもかかわらず 33 be in trouble 困ってる

34 a friend of mine 私の友達の一人 34 walk along ～に沿って歩く

35 be worried about  ～を心配してる 35 be covered with  ～でおおわれている

36 be covered with  ～でおおわれている 36 be busy with ～で忙しい

37 be different from ～と違う 37 go on a trip 旅行に出かける

38 a couple of ～は２つので 38 in time  ～に間に合って

39 even if ～たとえ～でも 39 forget to do ～するのを忘れる

40 forget to do ～するのを忘れる 40 in a group グループで

41 sound like  ～のように聞こえる 41 take a look at  ～を見る

42 this way こちらの方向へ 42 in the morning 午前中に

43 A as well as B Bと同様にAも 43 receive a prize 賞受ける

44 go on a trip 旅行に出かける 44 sound like  ～のように聞こえる

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／もう恋なんてしない

1 実際は actually 1 fresh 新鮮な
2 いつでも anytime 2 others 他人
3 多数の

large number
of

3 save money 貯金する
4 すでに already 4 get sick 病気になる
5 死ぬ die 5 village 村
6 旅 journey 6 get home 家帰る
7 加わる join 7 ticket 切符
8 困っている in trouble 8 manager 管理人
9 最後 last 9 station 駅
10 駅 station 10 actually 実際は
11 まっすぐ straight 11 promise 約束する
12 旅行者 tourist 12 already すでに
13 訪問者 visitor 13 space 空間
14 まで until 14 graduate 卒業する
15 なぜ why 15 smart 頭がいい
16 理解する understand 16 plant 植物
17 席をとる take a seat 17 go ahead どうぞお先に
18 大学 university 18 thing 物
19 結婚式 wedding 19 suddenly 突然
20 天候 weather 20 journey 旅
21 切符 ticket 21 straight まっすぐ
22 物 thing 22 grade 成績
23 同じ same 23 same 同じ
24 いつもより than usual 24 stay 滞在する
25 take care of 世話をする 25 join 加わる
26 突然 suddenly 26 take the train 電車に乗る
27 空間 space 27 poor 貧しい
28 村 village 28 understand 理解する
29 人気がある popular 29 popular 人気がある
30 貧しい poor 30 why なぜ
31 場所 place 31 grandparents 祖父母
32 植物 plant 32 magic 魔法の
33 理由 reason 33 weather 天候
34 約束する promise 34 place 場所
35 貯金する save money 35 in trouble 困っている
36 電車に乗る take the train 36 anytime いつでも
37 頭がいい smart 37 maybe たぶん
38 誰か someone 38 live long 長生きする
39 妹 little sister 39 information 情報は
40 滞在する stay 40 someone 誰か
41 科学者 scientist 41 visitor 訪問者
42 管理人 manager 42 take a seat 席をとる
43 祖父母 grandparents 43

large number
of

多数の
44 長生きする live long 44 little sister 妹
45 魔法の magic 45 than usual いつもより
46 他人 others 46 university 大学
47 情報は information 47 wedding 結婚式
48 どうぞお先に go ahead 48 take care of 世話をする
49 卒業する graduate 49 until まで
50 新鮮な fresh 50 scientist 科学者
51 家帰る get home 51 reason 理由
52 病気になる get sick 52 last 最後
53 たぶん maybe 53 meaning 意味
54 意味 meaning 54 tourist 旅行者
55 成績 grade 55 die 死ぬ

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／もしも運命の人がいるのなら

1 grape ぶどう 1 office 会社
2 王 king 2 temple 神殿
3 水 water 3 curry カレー
4 queen 女王 4 car 車
5 bad 悪い 5 mistake 間違い
6 low 低い 6 life 生命
7 pretty きれいな 7 police station 警察署
8 want ～を欲しがる 8 neck 首
9 soft やわらかい 9 watermelon すいか
10 これ this 10 season 季節
11 あれ that 11 want ～を欲しがる
12 these これら 12 leg 脚
13 those あれら 13 washing machine 洗濯機
14 there そこに 14 world 世界
15 彼らの their 15 elementary school 小学校
16 彼の his 16 mouse ネズミ
17 season 季節 17 ship 船
18 but しかし 18 cherry サクランボ
19 autumn 秋 19 I 私は
20 china 中国で 20 low 低い
21 second 秒 21 those あれら
22 首 neck 22 dish 皿
23 王女 princess 23 wolf オオカミ
24 紳士 gentleman 24 sky 空
25 すいか watermelon 25 his 彼の
26 力 power 26 leader 指導者
27 神殿 temple 27 princess 王女
28 北 north 28 exercise 運動
29 交通 traffic 29 grape ぶどう
30 小学校 elementary school 30 soft やわらかい
31 洗濯機 washing machine 31 bookcase 本棚
32 クマ bear 32 queen 女王
33 あだ名 nickname 33 this これ
34 警察署 police station 34 there そこに
35 cheese チーズ 35 second 秒
36 バラ rose 36 candle ろうそく
37 めがね glasses 37 any いくらかの
38 ペンフレンド pen pal 38 traffic 交通
39 船 ship 39 diary 日記
40 脚 leg 40 gentleman 紳士
41 life 生命 41 glasses めがね
42 会話 conversation 42 saucer 受け皿
43 bookcase 本棚 43 nickname あだ名
44 会社 office 44 hammer かなづち
45 日記 diary 45 egg たまご
46 見知らぬ人 stranger 46 fine 素晴らしい
47 地下鉄 subway 47 salt 塩
48 間違い mistake 48 rose バラ
49 corn トウモロコシ 49 near ～の近くに
50 米 rice 50 pretty きれいな
51 麺類 noodle 51 doll 人形
52 皿 dish 52 subway 地下鉄
53 受け皿 saucer 53 rice 米
54 くじら whale 54 their 彼らの
55 議長 chairperson 55 stranger 見知らぬ人
56 カエル flog 56 but しかし
57 鼻 nose 57 king 王
58 冗談 joke 58 cow 雌牛
59 運動 exercise 59 flog カエル
60 サクランボ cherry 60 that あれ
61 かなづち hammer 61 conversation 会話
62 塩 salt 62 wind 風
63 wolf オオカミ 63 bad 悪い
64 一歩 step 64 think 思う
65 あらゆる every 65 pencil 鉛筆
66 fine 素晴らしい 66 tea 茶
67 カレー curry 67 bear クマ
68 from A to B AからBまで 68 pen pal ペンフレンド
69 風 wind 69 every あらゆる
70 pencil 鉛筆 70 noodle 麺類
71 lemon レモン 71 handkerchief ハンカチ
72 car 車 72 north 北
73 doll 人形 73 the その
74 world 世界 74 do する
75 cow 雌牛 75 cheese チーズ
76 ろうそく candle 76 power 力
77 tea 茶 77 autumn 秋
78 mouse ネズミ 78 these これら
79 rainbow 虹 79 lemon レモン
80 leader 指導者 80 from A to B AからBまで
81 ドイツ Germany 81 nose 鼻
82 ハンカチ handkerchief 82 whale くじら
83 壁 wall 83 china 中国
84 たまご egg 84 Germany ドイツ
85 その the 85 step 一歩
86 sky 空 86 water 水
87 do する 87 joke 冗談
88 いくらかの any 88 she 彼女は
89 think 思う 89 chairperson 議長
90 near ～の近くに 90 wall 壁
91 私は I 91 to ～へ
92 to ～へ 92 corn トウモロコシ
93 彼女は she 93 rainbow 虹

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／ロビンソン

1 困難 difficulty 1 skill 技術

2 cheer ～を元気づける 2 spell ～をつづる

3 arrest ～を逮捕する 3 scared おびえた

4 屋外の outdoor 4 serious 真剣な

5 真剣な serious 5 tasty おいしい

6 強力な powerful 6 temperature 温度

7 注意深くに carefully 7 loud 大きい

8 公式の official 8 go home 帰宅するよ

9 be full of ～でいっぱい 9 business 商売

10 far from ～からは遠い 10 peaceful 平和な

11 temperature 温度 11 clever 利口な

12 skill 技術 12 far from ～からは遠い

13 伝統 tradition 13 powerful 強力な

14 shut を閉めます 14 usual いつもの

15 教科書 textbook 15 waste ～を無駄に使う

16 静かな silent 16 aloud 声出して

17 half 半分 17 official 公式の

18 いつもの usual 18 narrow 狭い

19 初級の elementary 19 wing つばさ

20 ときどき sometimes 20 support ～を支援する

21 wing つばさ 21 impossible 不可能な

22 胃 stomach 22 elementary 初級の

23 go home 帰宅するよ 23 be full of ～でいっぱい

24 aloud 声出して 24 carefully 注意深くに

25 support ～を支援する 25 shut を閉めます

26 spell ～をつづる 26 anyway とにかく

27 age 年齢 27 grandson 孫息子

28 waste ～を無駄に使う 28 stomach 胃

29 不可能な impossible 29 sometimes ときどき

30 destroy ～を破壊する 30 age 年齢

31 孫息子 grandson 31 quiet 静かな

32 narrow 狭い 32 arrest ～を逮捕する

33 loud 大きい 33 destroy ～を破壊する

34 business 商売 34 cheer ～を元気づける

35 upset 気が動転した 35 outdoor 屋外の

36 利口な clever 36 dangerous 危険な

37 静かな quiet 37 textbook 教科書

38 平和な peaceful 38 silent 静かな

39 おいしい tasty 39 upset 気が動転した

40 とにかく anyway 40 difficulty 困難

41 おびえた scared 41 half 半分

42 危険な dangerous 42 tradition 伝統

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／愛し愛されて生きるのさ

1 go abroad 海外に行く 1 as much as A can Ａができるだけたくさん

2 supermarket スーパーマーケット 2 be careful ～に気をつける

3 look after ～の世話をする 3 be fond of ～が好きだ

4 infact 実は 4 be good at ～が上手だ

5 write to ～に手紙を書く 5 be interested in ～に興味ある

6 be out 外出してる 6 be out 外出してる

7 become friends with ～友達になる 7 be proud of ～を誇りに思っている

8 between A and B ＡとＢの間に 8 be satisfied with ～に満足している

9 by oneself 自分で 9 be sorry for doing  ～して申し訳なく思う

10 be careful ～に気をつける 10 go to see a movie 映画見に行く

11 pick up ～を車で迎えに行く 11 become friends with ～友達になる

12 be good at ～が上手だ 12 between A and B ＡとＢの間に

13 be proud of ～を誇りに思っている 13 by oneself 自分で

14 most of ～のほとんど 14 call A back Aに折り返し電話する

15 make A from B Ｂ（原料）でＡを作る 15 exchange A for B ＡをＢと交換する

16 make A into B (加工して）ＡでＢを作る 16 get a good grade 良い成績をとる

17 go on a tour 周遊旅行に出かける 17 get a perfect score 満点をとる

18 go to see a movie 映画見に行く 18 go abroad 海外に行く

19 look around ～を見て回る 19 go on a tour 周遊旅行に出かける

20 be tired of doing
～することに飽きる
うんざりとする

20 be tired of doing
～することに飽きる
うんざりとする

21 be satisfied with ～に満足している 21 go to the doctor 医師に診てもらいに行く

22 go to the doctor 医師に診てもらいに行く 22 have never been to  ～に行ったことがないんだ

23 exchange A for B ＡをＢと交換する 23 infact 実は

24 once a day １日１回なんだ 24 look after ～の世話をする

25 stand for ～の略である 25 look around ～を見て回る

26 be fond of ～が好きだ 26 make A from B Ｂ（原料）でＡを作る

27 have never been to  ～に行ったことがないんだ 27 make A into B (加工して）ＡでＢを作る

28 get a perfect score 満点をとる 28 most of ～のほとんど

29 get a good grade 良い成績をとる 29 not have to do
～せんでいい（しなくてよ

い）

30 as much as A can Ａができるだけたくさん 30 not only A but also B ＡだけでなくＢも

31 be interested in ～に興味ある 31 once a day １日１回なんだ

32 not have to do ～せんでいい（しなくてよい） 32 pick up ～を車で迎えに行く

33 not only A but also B ＡだけでなくＢも 33 stand for ～の略である

34 call A back Aに折り返し電話する 34 supermarket スーパーマーケット

35 tell A to do Aに折り返し電話する 35 tell A to do Aに折り返し電話する

36 be sorry for doing  ～して申し訳なく思う 36 write to ～に手紙を書く

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／愛のしるし

1 略して for short 1 force 力

2 be in danger あぶない 2 influence 影響

3 間に合う make it 3 make it 間に合う

4 いつかまた
some other
time

4 shower にわか雨

5 last この前の 5 human being 人間

6 時間 period 6 impression 印象

7 紹介 introduction 7 for short 略して

8 farmland 農地 8 last この前の

9 力 force 9 farmland 農地

10 condition 状態 10 daytime 昼間

11 lightning いなづま 11 importance 重要

12 昼間 daytime 12 some other time
いつかま
た

13 酸素 oxygen 13 condition 状態

14 伝達 communication 14 introduction 紹介

15 印象 impression 15 waterfall 滝

16 滝 waterfall 16 period 時間

17 太平洋 Pacific 17 be in danger あぶない

18 重要 importance 18 Pacific 太平洋

19 にわか雨 shower 19 lightning いなづま

20 人間 human being 20 communication 伝達

21 影響 influence 21 oxygen 酸素

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／愛は勝つ

1 静かな silent 1 angry 怒ってる

2 印 mark 2 busy 多忙な

3 法律 law 3 ever 今までに

4 along ～に沿って 4 first 最初

5 何でも anything 5 oil 油

6 pretty かなり 6 better より良い

7 原因 cause 7 special 特別の

8 lead 連れていく 8 silent 静かな

9 send 送る 9 plane 飛行機

10 clean 清潔な 10 notice 通知

11 spend を費やす 11 cause 原因

12 often しばしば 12 shuttle 往復便

13 怖がって afraid 13 call 電話する

14 angry 怒ってる 14 speed 速度

15 call 電話する 15 softly 優しく

16 just たった今 16 just たった今

17 first 最初 17 clean 清潔な

18 飛行機 plane 18 pretty かなり

19 押入れ closet 19 afraid 怖がって

20 shuttle 往復便 20 lead 連れていく

21 戦い battle 21 anything 何でも

22 神社 shrine 22 send 送る

23 優しく softly 23 seem ～に見える

24 oil 油 24 noise 騒音

25 速度 speed 25 beach 海辺

26 温和な mild 26 mild 温和な

27 ever 今までに 27 derector 監督

28 特別の special 28 clime 登る

29 通知 notice 29 watch じっと見る

30 watch じっと見る 30 mark 印

31 より良い better 31 battle 戦い

32 海辺 beach 32 closet 押入れ

33 trip 旅行 33 along ～に沿って

34 多忙な busy 34 daily 毎日の

35 毎日の daily 35 spend を費やす

36 clime 登る 36 hunt 狩りをする

37 seem ～に見える 37 shrine 神社

38 監督 derector 38 law 法律

39 騒音 noise 39 trip 旅行

40 hunt 狩りをする 40 often しばしば

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／仮面舞踏会

1 とても quite 1 sell ～を売る

2 誰か somebody 2 suggest ～をほのめかす

3 sell ～を売る 3 excuse ～を許す

4 respond ～に答える 4 out of sight 見えないところで

5 fantastic とても素晴らしい 5 cheer up ～ははげます

6 thin うすい 6 year after year 年々

7 年々 year after year 7 instead ～の代わりに

8 cheer up ～ははげます 8 fantastic とても素晴らしい

9 pick out ～を選ぶ 9 quite とても

10 instead ～の代わりに 10 warm ～に警告する

11 aboard 乗って 11 I'm certain that～ ～を確信している

12 I'm certain that～ ～を確信している 12 notice ～に気がつく

13 be wrong with～ ～が故障している 13 be tired of～ ～にあきる

14 come up to～ ～のところまで来る 14 press ～を押す

15 begin to do ～をし始める 15 bloody 血の

16 from now on これからはずっと 16 develop ～を発展させる

17 be tired of～ ～にあきる 17 do A a favor Aの願い聞く

18 前に進む go ahead 18 be in time for～ ～に間に合う

19 out of sight 見えないところで 19 work 動く

20 涙 tear 20 respond ～に答える

21 草刈り機 mower 21 extra 予備の

22 血の bloody 22 from now on これからはずっと

23 進んで fast 23 go ahead 前に進む

24 大きい loud 24 mower 草刈り機

25 notice ～に気がつく 25 begin to do ～をし始める

26 spread ～を広げる 26 be wrong with～ ～が故障している

27 suggest ～をほのめかす 27 pick out ～を選ぶ

28 warm ～に警告する 28 make oneself at home くつろぐ

29 work 動く 29 seem ～のように思われる

30 make oneself at home くつろぐ 30 loud 大きい

31 do A a favor Aの願い聞く 31 tear 涙

32 get tired of～ ～に飽きる 32 thin うすい

33 予備の extra 33 terrible ひどく悪い

34 on ～で 34 somebody 誰か

35 祝いの言葉 congratulation 35 miss ～をしそこなう

36 seem ～のように思われる 36 get tired of～ ～に飽きる

37 develop ～を発展させる 37 congratulation 祝いの言葉

38 overcome ～に打ち勝つ 38 fast 進んで

39 excuse ～を許す 39 on ～で

40 miss ～をしそこなう 40 come up to～ ～のところまで来る

41 press ～を押す 41 spread ～を広げる

42 be in time for～ ～に間に合う 42 overcome ～に打ち勝つ

43 what shall we do? 何をしましょうか? 43 aboard 乗って

44 ひどく悪い terrible 44 what shall we do? 何をしましょうか?

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／強い気持ち・強い愛

1 show A how to do Aに～のやり方を教える 1 turn ～ over ～を裏返す

2 not ～ at all まったく～ない 2 ask A to do Ａに～するのように頼む

3 thousands of ～何千ものだ 3 turn left 左に曲がる

4 something 何か～なものだ 4 a sheet of １枚の

5 turn ～ over ～を裏返す 5 show A how to do Aに～のやり方を教える

6 a glass of ～ コップ１杯の～ 6 be over 終わる

7 a sheet of １枚の 7 from A to B AからBまで

8 at first 最初は 8 go to bed 寝る

9 want A to do Ａに～してもらいたい 9 visit A in the hospital 入院中のＡを見舞う

10 at the age of ～歳のときに 10 tell A how to do Ａに方法を教えるよ

11 day and night 昼も夜も 11 go out (for ～) （～のために）出かける

12 go to bed 寝る 12 on business 仕事で

13 on business 仕事で 13 one more  もう一人の～

14 turn left 左に曲がる 14 a glass of ～ コップ１杯の～

15
have enough (名詞）
to do

～するのに十分な…（な
に）があるんだよ

15
have enough (名詞）
to do

～するのに十分な…（な
に）があるんだよ

16 a little too (形容詞） 少し～すぎるよ 16 all over the world 世界中で

17 at the foot of ～のふもとに 17 something 何か～なものだ

18 be over 終わる 18 ask A for ～ Aに～を求める

19 enough for ～に十分… 19 give A a ride Ａを車で送る

20 wait for ～を待つ 20 day and night 昼も夜も

21 all over the world 世界中で 21 enough for ～に十分…

22 visit A in the hospital 入院中のＡを見舞う 22 at first 最初は

23 not A but B ＡでなくＢ 23 take A to B ＡをＢに連れてく

24 go out (for ～) （～のために）出かける 24 at the age of ～歳のときに

25 tell A how to do Ａに方法を教えるよ 25 not A but B ＡでなくＢ

26 ask A for ～ Aに～を求める 26 either A or B AかBのどちらか

27 one more  もう一人の～ 27 wait for ～を待つ

28 and so on ～など 28 thousands of ～何千ものだ

29 ask A to do Ａに～するのように頼む 29 not ～ at all まったく～ない

30 take A to B ＡをＢに連れてく 30
It is (形容詞）for A to

do
Aが～するのは…（何）だ

31 AかBのどちらか either A or B 31 a little too (形容詞） 少し～すぎるよ

32 give A a ride Ａを車で送る 32 at the foot of ～のふもとに

33 ～times as (形容詞） as A Ａの～（何）倍…（何）な 33 ～times as (形容詞） as A Ａの～（何）倍…（何）な

34
It is (形容詞）for A to

do
Aが～するのは…（何）だ 34 want A to do Ａに～してもらいたい

35 from A to B AからBまで 35 and so on ～など

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／空も飛べるはず

1 subject 教科 1 far 遠い

2 letter 文学 2 subject 教科

3 食べ物 food 3 letに ～させる

4 far 遠い 4 national 国民の

5 今夜 tonight 5 smell ～のにおいする

6 anyone 誰か 6 anyone 誰か

7 direct ～を監督するよ 7 across ～を横切って

8 letに ～させる 8 nothing 何も～ない

9 sunny 晴れた 9 early 早く

10 輝く shine 10 thirsty のどが渇いてる

11 hide 隠れる 11 once 一度

12 国民の national 12 celebration お祝い

13 土地 land 13 land 土地

14 draw ～を描く 14 million １００万

15 already すでにもう 15 German ドイツ人

16 早く early 16 direct ～を監督する

17 if もし 17 figure 形

18 across ～を横切って 18 shine 輝く

19 reach ～に着く 19 typhoon 台風

20 perform ～を上演する 20 wish ～を望む

21 enter ～に入る 21 draw ～を描く

22 fight ～と戦う 22 peaceの 平和

23 wonder ～だろうかと思う 23 shape 形

24 wish ～を望む 24 greeting あいさつ

25 形 figure 25 could ～することができた

26 のどが渇いてる thirsty 26 injure ～にけがをさせる

27 平和 peaceの 27 already すでにもう

28 台風 typhoon 28 impress ～に感銘を与える

29 形 shape 29 express を表現する

30 中央の central 30 hide 隠れる

31 あいさつ greeting 31 enter ～に入る

32 injure ～にけがをさせる 32 perform ～を上演する

33 impress ～に感銘を与える 33 wonder ～だろうかと思う

34 express を表現する 34 central 中央の

35 何も～ない nothing 35 if もし

36 celebration お祝い 36 fight ～と戦う

37 １００万 million 37 tonight 今夜

38 could ～することができた 38 sunny 晴れた

39 German ドイツ人 39 reach ～に着く

40 一度 once 40 food 食べ物

41 smell ～のにおいする 41 letter 文学

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／私がオバさんになっても

1 苦しむこと suffering 1 decorate ～をかざる

2 成功 success 2 crazy 夢中で

3 depend on ～をあてにする 3 origin 始まり

4 陽気な cheerful 4 roof 屋根

5 印象的な impressive 5 breeze そよ風

6 故郷の native 6 lazy ものぐさな

7 氷で冷やした iced 7 horrible おそろしい

8 ものぐさな lazy 8 direction 方向

9 situation 情勢 9 successful 成功した

10 始まり origin 10 photography 写真術

11 home team 地元チーム 11 success 成功

12 roof 屋根 12 pronunciation 発音

13 工学 engineering 13 amazing 驚くべき

14 地下鉄 basement 14 iced 氷で冷やした

15 難しい問題 puzzle 15 wish ～だったらいいのに

16 人口 population 16 impressive 印象的な

17 feel at home くつろぐ 17 situation 情勢

18 東の eastern 18 sleeping bag 寝袋

19 amazing 驚くべき 19 beauty salon 美容院

20 おそろしい horrible 20 native 故郷の

21 空想的な romantic 21 collection 収集

22 perform 演じる 22 spelling つづり字

23 conquer ～を征服する 23 reception 歓迎会

24 decorate ～をかざる 24 suffering 苦しむこと

25 成功した successful 25 nest 巣

26 夢中で crazy 26 cheerful 陽気な

27 wish ～だったらいいのに 27 engineering 工学

28 nest 巣 28 basement 地下鉄

29 民主主義 democracy 29 home team 地元チーム

30 心配 trouble 30 depend on ～をあてにする

31 歓迎会 reception 31 feel at home くつろぐ

32 paradise 楽園 32 conquer ～を征服する

33 写真術 photography 33 democracy 民主主義

34 そよ風 breeze 34 puzzle 難しい問題

35 sleeping bag 寝袋 35 romantic 空想的な

36 方向 direction 36 perform 演じる

37 文明 civilization 37 trouble 心配

38 海岸 coast 38 sailing 航海

39 美容院 beauty salon 39 eastern 東の

40 航海 sailing 40 coast 海岸

41 クモの巣 spider's web 41 civilization 文明

42 収集 collection 42 population 人口

43 発音 pronunciation 43 spider's web クモの巣

44 つづり字 spelling 44 paradise 楽園

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／十戒

1 a minute later 1分たって 1 support ～を支持する

2 have been to～ ～に行ったことがある 2 project 計画

3 治療 treatment 3 flight 飛行

4 計画 project 4 creative 想像力のある

5 beat ～を負かす 5 independent 独立した

6 support ～を支持する 6 desert 砂漠

7 courage 勇気 7 treatment 治療

8 sketch 写生画 8 off 離れて

9 洗う人 washer 9 courage 勇気

10 灯台 lighthouse 10 have been to～ ～に行ったことがある

11 die of～ ～で死ぬ 11 upon ～の上に

12 模様 pattern 12 scenery 風景

13 砂漠 desert 13 rude 無作法な

14 even if～ たとえ～だとしても 14 sketch 写生画

15 想像力のある creative 15 shortcut 近道

16 産業の industrial 16 pleasant 楽しい

17 劇の dramatic 17 industrial 産業の

18 近道 shortcut 18 institute 学会

19 風景 scenery 19 besides ～の他に

20 巨人 giant 20 giant 巨人

21 be worried about～ ～を心配する 21 dramatic 劇の

22 upon ～の上に 22 throw up one's hands もう･･･あきらめるわ

23 rude 無作法な 23 increase ～を増加させる

24 離れて off 24 suburb 郊外

25 独立した independent 25 nearly ほとんど

26 楽しい pleasant 26 washer 洗う人

27 郊外 suburb 27 a minute later 1分たって

28 悲劇 tragedy 28 souvenir みやげ

29 institute 学会 29 beat ～を負かす

30 increase ～を増加させる 30 tragedy 悲劇

31 このように thus 31 thus このように

32 みやげ souvenir 32 die of～ ～で死ぬ

33 ほとんど nearly 33 lighthouse 灯台

34 besides ～の他に 34 pattern 模様

35 throw up one's hands もう･･･あきらめるわ 35 be worried about～ ～を心配する

36 flight 飛行 36 even if～ たとえ～だとしても

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／勝手にしやがれ

1 入り口 entrance 1 against ～に反対して

2 travel 旅行する 2 face ～に直面する

3 follow ～に従う 3 weather 天候

4 たぶん maybe 4 wrong 良くなくて

5 sound ～な音がする 5 order ～を注文する

6 意見 opinion 6 meaning 意味

7 いつもどおりに as usual 7 sound ～な音がする

8 practice hard 熱心に練習する 8 hold ～を開催する

9 歳をとる get old 9 invite 招待する

10 need to ～する必要がある 10 need to ～する必要がある

11 while ～している間に 11 opinion 意見

12 意味 meaning 12 recently 最近

13 最近 recently 13 schedule スケジュール

14 wrong 良くなくて 14 I'm afraid 残念ながら

15 face ～に直面する 15 ice-skating rink スケート場

16 天候 weather 16 outside of ～を除いて

17 order ～を注文する 17 travel 旅行する

18 protect ～を守る 18 fine 見事な

19 hold ～を開催する 19 volunteer ボランティア

20 schedule スケジュール 20 get to ～に到着する

21 fine 見事な 21 get old 歳をとる

22 招待する invite 22 entrance 入り口

23 outside of ～を除いて 23 follow ～に従う

24 get to ～に到着する 24 protect ～を守る

25 他人 others 25 others 他人

26 I'm afraid 残念ながら 26 forget 忘れる

27 ice-skating rink スケート場 27 as usual いつもどおりに

28 volunteer ボランティア 28 practice hard 熱心に練習する

29 forget 忘れる 29 while ～している間に

30 against ～に反対して 30 maybe たぶん

曲順問題 ランダム問題



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

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／世界でいちばん熱い夏

1 look back at ～ ～を振り返って見る 1 guard 見張り人

2 for a moment ちょっとの間 2 frighten ～を怖がらせる

3 all day long 一日中ずっと 3 look back at ～ ～を振り返って見る

4 would love to do ～したい 4 for a moment ちょっとの間

5 as many as ～ ～もの 5 in common 共通して

6 neither ～もまた～しない 6 as(副詞）as one can できるだけ ～

7 the same as～ ～と同じ 7 value 価値

8 be sure that ～ 必ず～だと思う 8 neither ～もまた～しない

9 医学の medical 9 till ～まで

10 at first sight ひと目見て 10 medical 医学の

11 seem to be～ ～であるように思われる 11 personal 個人的な

12 be known as ～ ～として知られている 12 pause ～を休止する

13 少なくとも at least 13 be filled up with～ ～でいっぱいになる

14 be filled up with～ ～でいっぱいになる 14 nearby 近くに

15 できるだけ ～ as(副詞）as one can 15 bare 裸の

16 so A than B たいそうＡなのでＢ 16 lead ～を導く

17 in an instant すぐに 17 as many as ～ ～もの

18 個人的な personal 18 all day long 一日中ずっと

19 ourselves 私たち自身 19 instant 瞬間

20 delicious 非常においしい 20 so A than B たいそうＡなのでＢ

21 裸の bare 21 bowl 茶碗

22 現代の modern 22 release ～を放つ

23 in common 共通して 23 slide すべる

24 すべる slide 24 in an instant すぐに

25 lead ～を導く 25 forgive ～を許す

26 forgive ～を許す 26 would love to do ～したい

27 accident 事故 27 be sure that ～ 必ず～だと思う

28 value 価値 28 delicious 非常においしい

29 収穫 crop 29 ourselves 私たち自身

30 未来 future 30 at first sight ひと目見て

31 見張り人 guard 31 seem to be～ ～であるように思われる

32 till ～まで 32 hire ～を雇う

33 茶碗 bowl 33 the same as～ ～と同じ

34 How often～？ 何回 34 crop 収穫

35 ある～ certain 35 accident 事故

36 instant 瞬間 36 too ～もまた

37 nearby 近くに 37 How often～？ 何回

38 too ～もまた 38 certain ある～

39 hire ～を雇う 39 hope ～を望む

40 throughout        ～のいたるところで 40 storybook 物語本

41 rather むしろ 41 future 未来

42 frighten ～を怖がらせる 42 be known as ～ ～として知られている

43 dash ぶつかる 43 modern 現代の

44 hope ～を望む 44 rather むしろ

45 release ～を放つ 45 dash ぶつかる

46 pause ～を休止する 46 throughout        ～のいたるところで

47 物語本 storybook 47 at least 少なくとも

曲順問題 ランダム問題



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



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

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／白い恋人達

1 enjoy ～を楽しむ 1 best 最も良い

2 tell ～に話す 2 award 賞

3 else その他に 3 Loneliness

4 馬 horse 4 especially 特に

5 可能な possible 5 fall 落ちる

6 熱 heat 6 god 神

7 友好関係 friendship 7 worker 労働者

8 初め beginning 8 overseas 海外へ

9 賞 award 9 enjoy ～を楽しむ

10 海外へ overseas 10 say ～と書いてある

11 computer コンピューター 11 whole 全体の

12 introduce ～を招待する 12 friendship 友好関係

13 worker 労働者 13 factory 工場

14 lose を失う 14 introduce ～を招待する

15 best 最も良いで 15 wife 妻

16 keep ～し続ける 16 horse 馬

17 say ～と書いてある 17 festival 祭り

18 sell ～を売る 18 vegetable 野菜

19 休暇 vacation 19 lose ～を失う

20 混雑した busy 20 cover ～をおおう

21 飽きて tired 21 for a minute 少しの間

22 特に especially 22 beginning 初め

23 answer ～に答える 23 answer ～に答える

24 fall 落ちる 24 tell ～に話す

25 住み慣れた街並み hometown 25 comfortable 心地よい

26 college （単科）大学 26 owner 所有者

27 神 god 27 hometown 住み慣れた街並み

28 野菜 vegetable 28 worry 心配する

29 begin ～を始める 29 government 政府

30 祭り festival 30 novel 小説

31 通り street 31 pumpkin かぼちゃ

32 Loneliness 32 street 通り

33 comfortable 心地よい 33 common 一般的な

34 common 一般的な 34 vacation 休暇

35 少しの間 for a minute 35 busy 混雑した

36 novel 小説 36 keep ～し続ける

37 owner 所有者 37 computer コンピューター

38 はがき postcard 38 possible 可能な

39 番組 program 39 heat 熱

40 feel ～に感じる 40 sell ～を売る

41 sneaker スニーカー 41 feel ～に感じる

42 worry 心配する 42 sneaker スニーカー

43 government 政府 43 college （単科）大学

44 life 生活 44 life 生活

45 かぼちゃ pumpkin 45 postcard はがき

46 工場 factory 46 begin ～を始める

47 cover ～をおおう 47 tired 飽きて

48 妻 wife 48 program 番組

49 全体の whole 49 else その他に

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／負けないで

1 before 以前に 1 goldfish 金魚

2 skate スケートをする 2 attack 攻撃する

3 be tired form ～で疲れている 3 sunny 晴れた

4 どちらか一方の either 4 between の間にね

5 computer コンピューター 5 fix 固定する

6 exchange 交換する 6 feel at home くつろぐ

7 晴れた sunny 7 steak ステーキ

8 appear 現れる 8 computer コンピューター

9 くつろぐ feel at home 9 lost 道に迷った

10 教室 classroom 10 hour 1時間

11 もはや anymore 11 wrong 間違った

12 sincerely 手紙の敬具 12 be tired form ～で疲れている

13 wrong 間違った 13 expression 表現

14 fix 固定する 14 jog ジョギングする

15 expression 表現 15 appear 現れる

16 block 一区角 16 absent 欠席して

17 くつろぐ relax 17 relax くつろぐ

18 note メモ 18 note メモ

19 廊下 hallway 19 hike ハイキング

20 serve ～を出す 20 such そのような、あんな

21 goldfish 金魚 21 skate スケートをする

22 lost 道に迷った 22 next time 次回は

23 department store デパート 23 warm 暖かい

24 jog ジョギングする 24 serve ～を出す

25 because なぜなら～だから 25 sincerely 手紙の敬具

26 ハイキング hikeです 26 either どちらか一方の

27 absent 欠席して 27 classroom 教室

28 attack 攻撃する 28 anymore もはや

29 hour 1時間だ 29 exchange 交換する

30 such そのような、あんな 30 because なぜなら～だから

31 between の間に 31 anything else 何か他のもの

32 next time 次回は 32 block 一区角

33 何か他のもの anything else 33 hallway 廊下

34 warm 暖かい 34 department store デパート

35 steak ステーキ 35 before 以前に

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／流れ星ビバップ

1 unfortunately 不幸にも 1 snowboard スノーボード

2
as(副詞/形容詞）as A

can
Ａができるだけ～ 2 spend A on～ A（時間・お金）を～に費やす

3 so (形容詞/副詞）that ～ とても…なので～ 3
One is ～, the other
is …

片方は～、他方は～って意

味なんだよ

4 used to do 以前はよくしたものだ 4 sleep well よく眠る

5
another (形容詞）
minute(s)

あと～分 5 feel better 体調がよくなる

6 他のどの何よりも…(比較級） than any other (単数名詞） 6 one of the +最上級＋名詞 最も～な…何の一つ

7 be surprised at ～に驚く 7
another (形容詞）
minute(s)

あと～分

8 because of ～のために 8 invite A to B AをBに招待するのさ

9 Aを車で家まで送る drive A home 9 a pair of ～は一組

10 世話 care 10 care 世話

11 spend A on～ A（時間・お金）を～に費やす 11 than any other (単数名詞） 他のどの何よりも…(比較級）

12 thank A for～ Aに～の礼を言う 12 too(形容詞/副詞）to do とても…なので何々できない

13 one of the +最上級＋名詞 最も～な…何の一つ 13
It is (形容詞）for A to

do
Aが～（何）するのは…（何）だ

14 after a while しばらくして 14 after a while しばらくして

15 enough to do ～するのに十分… 15 so (形容詞/副詞）that ～ とても…なので～

16
One is ～, the other
is …

片方は～、他方は～って
意味なんだよ

16
as(副詞/形容詞）as A
can

Ａができるだけ～

17 速度を落とす slow down 17 unfortunately 不幸にも

18 have a good sleep ぐっすり眠る 18 used to do 以前はよくしたものだ

19 Aに何を案内する show A around～ 19 show A around～ Aに何を案内する

20 Olympic オリンピック 20 slow down 速度を落とす

21 It is (形容詞）for A to do Aが～（何）するのは…（何）だ 21 have a good sleep ぐっすり眠る

22 too(形容詞/副詞）to do とても…なので何々できない 22 be surprised at ～に驚く

23 see A off Aを見送ります 23 stand for ～を表す

24 a pair of ～は一組 24 Olympic オリンピック

25 It takes A(時間）to do Aが～するのに（時間）かかる 25 It takes A(時間）to do Aが～するのに（時間）かかる

26 invite A to B AをBに招待するのさ 26 say to oneself ひとりごとを言うよ

27 snowboard スノーボード 27 as you know ご存知のように

28 feel better 体調がよくなる 28 because of ～のために

29 lose one's way 道に迷うのさ 29 drive A home Aを車で家まで送る

30 sleep well よく眠る 30 thank A for～ Aに～の礼を言う

31 say to oneself ひとりごとを言うよ 31 enough to do ～するのに十分…

32 stand for ～を表す 32 see A off Aを見送ります

33 as you know ご存知のように 33 for fun 楽しみ

34 for fun 楽しみ 34 lose one's way 道に迷うのさ

曲順問題 ランダム問題



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



英検3～5級／恋

1 in ～を着て 1 any of～ ～のどれも
2 もしかすると parhaps 2 right now 今すぐ
3 right now 今すぐ 3 our 私たちの
4 fireman 消防士 4 some of～ ～の一部
5 draw ～を引く 5 stay in ～に泊まる
6 大洋 ocean 6 moment 瞬間
7 will ～だろう 7 again and again 何度も繰り返して
8 sometimes 時々 8 for ～の代わりに
9 少しの～ a few of 9 be happy to do ～してうれしい
10 get up to～ ～まで行く 10 least 最も少ない
11 静かに quietly 11 fireman 消防士
12 周りを around 12 either どちらか
13 or ～か～ 13 quietly 静かに
14 急がせる hurry 14 lip くちびる
15 much of たくさんの～ 15 ocean 大洋
16 もう一つの another 16 around 周りを
17 lip くちびる 17 peacefully 平和に
18 何度も繰り返して again and again 18 be popular among ～の間で人気ある
19 死んでいる dead 19 worse より悪い
20 be happy to do ～してうれしい 20 each of～ それぞれの～
21 私たちの our 21 rich 金持ちの
22 till ～まで 22 lasty 最後に
23 peacefully 平和に 23 away 離れて
24 freely 自由に 24 a few of 少しの～
25 たくさんの～ many of～ 25 much of たくさんの～
26 be popular among ～の間で人気ある 26 take off ～を脱ぐ
27 食料雑貨店 grocery 27 all of～ ～の全て
28 stay in ～に泊まる 28 hard 一生懸命に
29 最も多い most 29 draw ～を引く
30 最後に lasty 30 hurry 急がせる
31 any of～ ～のどれも 31 another もう一つの
32 moment 瞬間 32 get up to～ ～まで行く
33 not～either～ ～も～ない 33 grocery 食料雑貨店
34 some of～ ～の一部 34 like ～に似た
35 of ～の中で 35 parhaps もしかすると
36 like ～に似た 36 sometimes 時々
37 senior 年上の 37 till ～まで
38 どちらか either 38 senior 年上の
39 would ～だろう 39 would ～だろう
40 away 離れて 40 in ～を着て
41 運動場 playground 41 many of～ たくさんの～
42 速く quickly 42 freely 自由に
43 least 最も少ない 43 quickly 速く
44 worse より悪い 44 not～either～ ～も～ない
45 一生懸命に hard 45 or ～か～
46 half of～ ～の半分 46 half of～ ～の半分
47 each of～ それぞれの～ 47 much たくさんの
48 all of～ ～の全て 48 will ～だろう
49 under ～の下に 49 under ～の下に
50 for ～の代わりに 50 playground 運動場
51 take off ～を脱ぐ 51 most 最も多い
52 金持ちの rich 52 dead 死んでいる
53 たくさんの much 53 of ～の中で
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英検3～5級／恋するフォーチュンクッキー①

1 give ～を与える 1 fruit 果物
2 お金 money 2 noon 正午
3 choose を選ぶ 3 shampoo シャンプー
4 午後 P.M 4 money お金
5 son 息子 5 contact ～に連絡を取る
6 company 会社 6 as soon as ～するとすぐに
7 word 単語 7 police 警察
8 トラ tiger 8 useful 役立つ
9 方法 way 9 decoration 装飾なんて
10 人 person 10 memory 思い出
11 作家 writer 11 custom 慣習
12 一員 member 12 P.M 午後
13 Chinese 中国人 13 wake 目覚める
14 役立つ useful 14 desert 砂漠
15 agree 賛成する 15 parade パレード
16 continue 続ける 16 date 日付
17 cry 叫ぶ 17 section 部門
18 wake 目覚める 18 adult 大人
19 急ぐ hurry 19 continue 続ける
20 as soon as ～するとすぐに 20 had better do ～した方がよい
21 had better do ～した方がよい 21 grow 育つ
22 身振り gesture 22 way 方法
23 乗客 passenger 23 passenger 乗客
24 店員 salesclerk 24 native ある土地生まれの
25 惑星 planet 25 zoo 動物園
26 waiter ウエイター 26 salesclerk 店員
27 思い出 memory 27 tiger トラ
28 真ん中 middle 28 a.m 午前
29 custom 慣習 29 air 空気
30 体 body 30 circle 円
31 大人 adult 31 gate 門
32 映画館 theater 32 bring ～を持って連れてくる
33 circle 円 33 member 一員
34 道具 tool 34 sneaker スニーカー
35 切手 stamp 35 planet 惑星
36 門 gate 36 schedule 予定
37 可能性 chance 37 son 息子
38 decoration 装飾なんて 38 usually たいてい
39 おいしい delicious 39 delicious おいしい
40 contact ～に連絡を取る 40 danger 危険
41 imagine ～を想像する 41 adventure 冒険
42 shake ～を握る 42 imagine ～を想像する
43 bank 銀行 43 choose を選ぶ
44 空気 air 44 middle 真ん中
45 楽器 instrument 45 bank 銀行
46 説明 description 46 hurry 急ぐ
47 部門 section 47 death 死亡
48 たいてい usually 48 instrument 楽器
49 ある土地生まれの native 49 company 会社
50 bring ～を持って連れてくる 50 description 説明
51 育つ grow 51 shake ～を握る
52 待つ wait 52 captain 主将
53 break ～を探す 53 stamp 切手
54 日付 date 54 pleasure 喜び
55 午前 a.m 55 body 体
56 動物園 zoo 56 word 単語
57 事実 fact 57 feed ～に食べ物を与える
58 果物 fruit 58 tool 道具
59 parade パレード 59 Chinese 中国人
60 feed ～に食べ物を与える 60 give ～を与える
61 主将 captain 61 waiter ウエイター
62 冒険 adventure 62 fact 事実
63 喜び pleasure 63 cry 叫ぶ
64 shampoo シャンプー 64 wait 待つ
65 予定 schedule 65 break ～を探す
66 sneaker スニーカー 66 chance 可能性
67 危険 danger 67 agree 賛成する
68 死亡 death 68 theater 映画館
69 正午 noon 69 person 人
70 警察 police 70 writer 作家
71 砂漠 desert 71 gesture 身振り
72 ceremony 儀式 72 ceremony 儀式

曲順問題 ランダム問題



英検3～5級／恋するフォーチュンクッキー②

1 finish 終わる 1 sunrise 日の出
2 stadium スタジアム 2 excellent 優れた
3 change ～を変える 3 hit ～を打つ
4 suitcase スーツケース 4 for a while しばらくの間
5 音楽家 musician 5 trouble 面倒なこと
6 大統領 president 6 advice 助言
7 bakery パン屋 7 carful 注意深い
8 for a while しばらくの間 8 farmer 農家
9 cafeteria 食堂 9 living room 居間
10 e-mail メール 10 remember ～を思い出す
11 customer お客さん 11 plant ～を植える
12 SF science fiction 12 puppy 子犬
13 軽い食事 snack 13 finish 終わる
14 こども kid 14 paint ～に絵の具で描く
15 side 側面 15 cut ～を切る
16 点 point 16 month 月
17 試験 examination 17 court コート
18 優れた excellent 18 holiday 休日に
19 トイレ・浴室 bathroom 19 hope ～を望む
20 living room 居間 20 snack 軽い食事
21 週末 weekend 21 side 側面
22 世話 care 22 return ～を返す
23 授業 lesson 23 jeans ジーンズ
24 month 月 24 short 短い
25 farm 農場 25 steal ～を盗む
26 電車 train 26 record ～を録画する
27 farmer 農家 27 mountain 山
28 return ～を返す 28 lesson 授業
29 remember ～を思い出す 29 examination 試験
30 look ～に見える 30 greet ～にあいさつをする
31 interview インタビュー 31 change ～を変える
32 hope ～を望む 32 musician 音楽家
33 plant ～を植える 33 capital 首都
34 停留所 stop 34 size サイズ
35 wine ワイン 35 stadium スタジアム
36 犬小屋 doghouse 36 billion 10億
37 paint ～に絵の具で描く 37 guess ～を推測する
38 注意深い carful 38 weekend 週末
39 above ～の上へ 39 train 電車
40 fail に落ちる 40 customer お客さん
41 cut ～を切る 41 pass に合格する
42 short 短い 42 farm 農場
43 pajamas パジャマ 43 interview インタビュー
44 trouble 面倒なこと 44 tie ネクタイ
45 tie ネクタイ 45 suitcase スーツケース
46 助言 advice 46 pajamas パジャマ
47 10億 billion 47 mean ～を意味する
48 alarm アラーム 48 illness 病気
49 holiday 休日に 49 bakery パン屋
50 jeans ジーンズ 50 doghouse 犬小屋
51 子犬 puppy 51 look ～に見える
52 首都 capital 52 cheaply 安く
53 野原 field 53 e-mail メール
54 家具 furniture 54 race レース
55 病気 illness 55 wine ワイン
56 日の出 sunrise 56 SF science fiction
57 twin ふたご 57 care 世話
58 greet ～にあいさつをする 58 field 野原
59 record ～を録画する 59 twin ふたご
60 court コート 60 above ～の上へ
61 pass に合格する 61 cross を横切る
62 course 講座 62 point 点
63 mean ～を意味する 63 alarm アラーム
64 size サイズ 64 furniture 家具
65 guess ～を推測する 65 course 講座
66 race レース 66 stop 停留所
67 check ～を調べる 67 fail に落ちる
68 hit ～を打つ 68 check ～を調べる
69 steal ～を盗む 69 cafeteria 食堂
70 山 mountain 70 bathroom トイレ・浴室
71 cross を横切る 71 kid こども
72 安く cheaply 72 president 大統領
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