
英検５級／このまま君だけを奪い去りたい

1 1月 January 1 one thousand 1000
2 orange オレンジ 2 one hundred 100
3 4月 April 3 October 10月
4 5月 May 4 November 11月
5 2月 February 5 December 12月
6 soup スープ 6 January 1月
7 9月 September 7 February 2月
8 jacket ジャケット 8 March 3月
9 3月 March 9 April 4月
10 看護師 nurse 10 May 5月
11 8月 August 11 June 6月
12 7月 July 12 July 7月
13 6月 June 13 August 8月
14 10月 October 14 September 9月
15 昨日 yesterday 15 cake ケーキ
16 11月 November 16 doctor 医者
17 12月 December 17 eight 8
18 月曜 Monday 18 eighteen 18
19 火曜 Tuesday 19 eighth 8番目の
20 水曜 Wednesday 20 eighty 80
21 木曜 Thursday 21 eleven 11
22 土曜 Saturday 22 eleventh 11
23 金曜 Friday 23 fifteen 15
24 piano ピアノ 24 fifth 5番目の
25 日曜 Sunday 25 fifty 50
26 tennis テニス 26 fire fighter 消防士
27 soccer サッカー 27 first 1番目の
28 doctor 医者 28 five 5
29 歌手 singer 29 forty 40
30 fire fighter 消防士 30 four 4
31 taxi driver タクシードライ 31 fourteen 14
32 先生 teacher 32 fourth 4番目の
33 pianist ピアニスト 33 jacket ジャケット
34 violin バイオリン 34 nine 9
35 first 1番目の 35 nineteen 19
36 second 2番目の 36 ninety-one 91
37 third 3番目の 37 ninth 9番目の
38 fourth 4番目の 38 one 1
39 police officer 警察官だ 39 orange オレンジ
40 fifth 5番目の 40 pianist ピアニスト
41 sixth 6番目の 41 piano ピアノ
42 seventh 7番目の 42 police officer 警察官だ
43 eighth 8番目の 43 second 2番目の
44 ninth 9番目の 44 seven 7
45 tenth 10番目の 45 seventeen 17
46 skirt スカート 46 seventh 7番目の
47 shirt シャツ 47 seventy 70
48 eleventh 11 48 shirt シャツ
49 twelfth 12 49 six 6
50 cake ケーキ 50 sixteen 16
51 one 1 51 sixth 6番目の
52 two 2 52 sixty 60
53 three 3 53 skirt スカート
54 four 4 54 soccer サッカー
55 five 5 55 soup スープ
56 six 6 56 taxi driver タクシードライ
57 seven 7 57 ten 10
58 eight 8 58 tennis テニス
59 nine 9 59 tenth 10番目の
60 ten 10 60 third 3番目の
61 eleven 11 61 thirteen 13
62 twelve 12 62 thirty 30
63 thirteen 13 63 three 3
64 fourteen 14 64 twelfth 12
65 fifteen 15 65 twelve 12
66 sixteen 16 66 twenty 20
67 seventeen 17 67 two 2
68 eighteen 18 68 violin バイオリン
69 nineteen 19 69 singer 歌手
70 twenty 20 70 Tuesday 火曜
71 thirty 30 71 nurse 看護師
72 100は one hundred 72 yesterday 昨日
73 forty 40 73 Friday 金曜
74 fifty 50 74 Monday 月曜
75 sixty 60 75 Wednesday 水曜
76 seventy 70 76 teacher 先生
77 eighty 80 77 Saturday 土曜
78 1000 one thousand 78 Sunday 日曜
79 ninety-one 91 79 Thursday 木曜

曲順問題 ランダム問題



英検５級／これが私の生きる道

1 生徒 student 1 生徒 student
2 犬 dog 2 犬 dog
3 ネコ cat 3 ネコ cat
4 本 book 4 本 book
5 イス chair 5 イス chair
6 店 store 6 店 store
7 baseball 野球 7 baseball 野球
8 鳥 bird 8 鳥 bird
9 basketball バスケットボール 9 basketball バスケットボール
10 soccer サッカー 10 soccer サッカー
11 tennis テニス 11 tennis テニス
12 badminton バドミントン 12 badminton バドミントン
13 sport スポーツ 13 sport スポーツ
14 cafeteria カフェテリア 14 cafeteria カフェテリア
15 sandwich サンドウィッチ 15 sandwich サンドウィッチ
16 soup スープ 16 soup スープ
17 pizza ピザ 17 pizza ピザ
18 humburger ハンバーガー 18 humburger ハンバーガー
19 restaurant レストラン 19 restaurant レストラン
20 cut ～を切る 20 cut ～を切る
21 work 働く 21 work 働く
22 buy ～を買う 22 buy ～を買う
23 watch ～を見る・腕時計 23 watch ～を見る・腕時計
24 come 来る 24 come 来る
25 run 走る 25 run 走る
26 swim 泳ぐ 26 swim 泳ぐ
27 live 住む 27 live 住む
28 wash ～を洗う 28 wash ～を洗う
29 love ～が大好きだ 29 love ～が大好きだ
30 jump ジャンプ 30 jump ジャンプ
31 like A very Ａが大好きだ 31 like A very Ａが大好きだ
32 立つ stand 32 立つ stand
33 small 小さい 33 small 小さい
34 meat 肉 34 meat 肉
35 banana バナナ 35 banana バナナ
36 dessert デザート 36 dessert デザート
37 orange オレンジ 37 orange オレンジ
38 door ドア 38 door ドア
39 pen ペン 39 pen ペン
40 test テスト 40 test テスト
41 pet ペット 41 pet ペット
42 volleyball バレーボール 42 volleyball バレーボール
43 party パーティ 43 party パーティ
44 dance ダンス 44 dance ダンス
45 violin バイオリン 45 violin バイオリン
46 guitar ギター 46 guitar ギター
47 table テーブル 47 table テーブル
48 camera カメラ 48 camera カメラ
49 coffee コーヒー 49 coffee コーヒー
50 ice cream アイスクリーム 50 ice cream アイスクリーム
51 cake ケーキ 51 cake ケーキ
52 juice ジュース 52 juice ジュース
53 chocolate チョコレート 53 chocolate チョコレート
54 supermarket スーパ－マーケット 54 supermarket スーパ－マーケッ
55 fruit 果物 55 fruit 果物
56 川 river 56 川 river
57 blackboard 黒板 57 blackboard 黒板
58 bank 銀行 58 bank 銀行
59 歯 tooth 59 歯 tooth
60 トマト tomate 60 トマト tomate

曲順問題 ランダム問題



英検５級／ドキッ

1 家で at home 1 skate スケートをする
2 close ～を閉める 2 shop 店
3 make ～を作る 3 woman 女性
4 毎日 every day 4 face 顔
5 skate スケートをする 5 street 通り

6 listen to ～を聞く 6 people 人々
7 take a picture 写真を撮る 7 every day 毎日

8 have a cold 風邪をひいている 8 textbook 教科書

9 late 遅刻した 9 late 遅刻した
10 library 図書館 10 walk to school 歩いて学校に行く
11 friend 友達 11 station 駅
12 woman 女性 12 birthday 誕生日
13 shop 店 13 animal 動物
14 写真・絵 picture 14 bathroom 浴室・トイレ

15 classroom 教室 15 Have a nice day 良い一日を
16 bathroom 浴室・トイレ 16 friend 友達
17 centimeter センチメートル 17 How about you? あなたはどう？
18 kilogram キログラム 18 bike 自転車

19 lesson 練習 19 library 図書館
20 station 駅 20 newspaper 新聞

21 letter 手紙 21 kilogram キログラム
22 映画 movie 22 movie 映画
23 animal 動物 23 bedroom 寝室

24 木 tree 24 science 科学・理科
25 教科書 textbook 25 See you またね
26 顔 face 26 box 箱

27 player 選手 27 monkey さる
28 良い一日を Have a nice day 28 shoes くつ
29 楽しんで来てね Have a good time 29 lesson 練習

30 newspaper 新聞 30 have a cold 風邪をひいている
31 科学・理科 science 31 take a picture 写真を撮る
32 bedroom 寝室 32 letter 手紙
33 かぼちゃ pumpkin 33 dictionary 辞書

34 通り street 34 Nice to meet you はじめまして

35 postcardは はがき 35 hospital 病院

36 gym 体育館 36 Have a good time 楽しんで来てね
37 あなたはどう？ How about you? 37 close ～を閉める
38 はじめまして Nice to meet you 38 player 選手
39 またね See you 39 picture 写真・絵
40 楽しんできてね Have a good time 40 classroom 教室
41 monkey さる 41 listen to ～を聞く

42 電話 phone 42 phone 電話
43 people 人々 43 at home 家で
44 walk to school 歩いて学校に行く 44 park 公園

45 hospital 病院 45 pumpkin かぼちゃ

46 shoes くつ 46 gym 体育館
47 辞書 dictionary 47 tree 木
48 誕生日 birthday 48 Have a good time 楽しんできてね
49 park 公園 49 make ～を作る
50 bike 自転車 50 postcard はがき
51 箱 box 51 centimeter センチメートル

曲順問題 ランダム問題



英検５級／ハナミズキ

1 girl 女の子 1 strawberry いちご
2 晩御飯 dinner 2 house 家
3 house 家 3 pool プール
4 bed ベッド 4 pretty かわいらしい
5 bus バス 5 go shopping 買い物に行く
6 piano ピアノ 6 hat ふちのある帽子
7 TV テレビ 7 late 遅刻した
8 computer コンピューター 8 basket かご
9 game ゲーム 9 girl 女の子
10 pool プール 10 like ～が好きである
11 cookie クッキー 11 open ～を開ける
12 山 mountain 12 game ゲーム
13 かご basket 13 cute 可愛い
14 homework 宿題 14 magazine 雑誌
15 ふちのある帽子 hat 15 clock 置時計
16 often しばしば 16 write ～を書く
17 hungry 空腹の 17 after school 放課後に
18 pretty かわいらしい 18 Japanese 日本人の
19 easy 簡単な 19 hot 熱い
20 go shopping 買い物に行く 20 bed ベッド
21 study 勉強する 21 homework 宿題
22 Japanese 日本人の 22 big 大きい
23 late 遅刻した 23 TV テレビ
24 いちご strawberry 24 usually ふつう
25 うさぎ rabbit 25 drink ～を飲む
26 ふつう usually 26 dinner 晩御飯
27 write ～を書く 27 happy うれしい
28 go 行く 28 go 行く
29 open ～を開ける 29 bread パン
30 cook 食事作る 30 snow 雪が降る
31 stand up 立ち上がる 31 hungry 空腹の
32 rainy 雨が降る 32 young 若い
33 hair 髪 33 windy 風が強い
34 comic book まんが 34 jacket ジャケット
35 clock 置時計 35 walk 歩いて行く
36 rice ごはん 36 rabbit うさぎ
37 bread パン 37 bus バス
38 happy うれしい 38 cookie クッキー
39 really 本当に 39 cook 食事作る
40 drink ～を飲む 40 well 上手に
41 可愛い cute 41 read  ～を読む
42 well 上手に 42 computer コンピューター
43 hot 熱い 43 cap ふちのない帽子
44 want ～が欲しい 44 really 本当に
45 walk 歩いて行く 45 want ～が欲しい
46 sit 座る 46 mountain 山
47 read  ～を読む 47 easy 簡単な
48 young 若い 48 comic book まんが
49 big 大きい 49 hair 髪
50 jacket ジャケット 50 sit 座る
51 ふちのない帽子 cap 51 rice ごはん
52 magazine 雑誌 52 piano ピアノ
53 like ～が好きである 53 stand up 立ち上がる
54 windy 風が強い 54 study 勉強する
55 snow 雪が降る 55 rainy 雨が降る
56 after school 放課後に 56 often しばしば

曲順問題 ランダム問題



英検５級／ビューティフルサンデー

1 I my me mine

2 you your you yours

3 彼は he his him his

4 彼は he

5 彼の his

6 彼を him

7 彼に him

8 彼女 she her her hers

9 her her her （彼女）を（彼女）に（彼女）のher

10 彼の his his his

11 彼のもの his

12 私を me me me

13 私に me

14 私の my my my

15 私の my

16 we our us ours

17 they their them theirs

18 us us us 私たちにus

19 I my me mine

20 you your you yours

21 they they they

22 彼らは they

23 hers hers hers

24 彼女のもの hers

25 あなたに you you you

26 あなたを you

27 彼らの their their their

28 それらの their

29 彼らを them them them

30 彼らに them

31 them them them 彼女らに

32 私たちは we

33 あなたたちは you

34 彼ら・彼女らのものは theirs

35 それらのものも theirs です

36 we our us ours

37 they their them theirs

38 his his his 彼のもの his

39 I my me mine

40 you your you yours

41 彼らの their

42 それらの their

43 hers hers hers 彼女のものhers

44 私たちのものは [\

45 彼らの their their their

46 それらの their

47 私たちのものは ours

曲順問題



英検５級／ロマンスの神様

1 room 部屋 1 potato じゃがいも
2 man 男性 2 desk 机
3 授業 class 3 food 食べ物
4 音楽 music 4 come home 帰宅する
5 lunch 昼ごはん 5 man 男性
6 desk 机 6 at night 夜に
7 in the morning 午前中 7 train 電車
8 hair 髪 8 Good night おやすみ
9 food 食べ物 9 go skiing スキーに行く
10 お元気ですか？ How are you? 10 tall 背の高い
11 sure もちろん 11 department デパート
12 Let's ～しよう 12 from A to B ＡからＢまで
13 今行くよ I'm coming 13 who 誰
14 スキーに行く go skiing 14 That's OK 大丈夫です
15 私も me too 15 Fall In Love 恋に落ちるのよ
16 kitchen 台所 16 sit down 座る
17 Can I ～していい？ 17 pineapple パイナップル
18 food 食べ物 18 cold 寒い
19 boy 男の子 19 tower 塔
20 meet 出会う 20 I'm coming 今行くよ
21 甘い sweet 21 meet 出会う
22 Fall In Love 恋に落ちるのよ 22 over there 向こうの
23 あなたも you,too 23 kitchen 台所
24 おやすみ Good night 24 tea 紅茶
25 use ～を使う 25 How much いくら
26 come form ～の出身だ 26 class 授業
27 who 誰 27 skirt スカート
28 That's OK 大丈夫です 28 me too 私も
29 can you～？ ～してもらえます 29 boy 男の子
30 skirt スカート 30 math 数学
31 coat コート 31 coat コート
32 flute フルート 32 use ～を使う
33 cup カップ 33 in the morning 午前中
34 塔 tower 34 sleepは 眠る
35 シャツ shirt 35 you,too あなたも
36 数学 math 36 How are you? お元気ですか？
37 電車 train 37 garden 庭
38 department デパート 38 song 歌
39 breakfast 朝ごはん 39 lunch 昼ごはん
40 曇った cloudy 40 you're welcome どういたしまして
41 紅茶 tea 41 room 部屋
42 歌 song 42 hair 髪
43 tall 背の高い 43 music 音楽
44 夜に at night 44 breakfast 朝ごはん
45 sleep 眠る 45 sure もちろん
46 over there 向こうの 46 Boy Meets Girl 男女が出会うよ
47 どういたしまして you're welcome 47 food 食べ物
48 help A with B ＡのＢを手伝う 48 sweet 甘い
49 from A to B ＡからＢまで 49 Let's ～しよう
50 come home 帰宅する 50 flute フルート
51 sit down 座る 51 can you～？ ～してもらえます
52 cold 寒い 52 romance 男女の恋愛事件
53 庭 garden 53 How many いくつの
54 How many いくつの 54 shirt シャツ
55 How much いくら 55 like doing 何々するのが好き
56 Boy Meets Girl 男女が出会うよ 56 come form ～の出身だ
57 にんじん carrot 57 help A with B ＡのＢを手伝う
58 pineapple パイナップル 58 cloudy 曇った
59 potato じゃがいも 59 cup カップ
60 like doing 何々するのが好き 60 Can I ～していい？
61 romance 男女の恋愛事件 61 carrot にんじん

曲順問題 ランダム問題



英検５級／君がいたから

1 英語 English 1 morning 朝
2 日 day 2 meter メートル
3 月 month 3 you あなたは
4 今 now 4 hour 時間
5 afternoon 午後 5 tomato トマト
6 正午 noon 6 day 日

7 夜 night 7 winter 冬
8 今日 today 8 aunt おば
9 新しい new 9 son 息子

10 page ページ 10 Ｉ 私は
11 トマト tomato 11 week 週
12 meter メートル 12 night 夜
13 a little 少し 13 summer 夏
14 paint ～を描く 14 tonight 今夜
15 明日 tomorrow 15 parents 両親

16 a glass of グラス１杯の 16 father 父
17 朝 morning 17 uncle おじ
18 おじ uncle 18 page ページ
19 brother 兄・弟 19 now 今

20 妻 wife 20 a little 少し
21 息子 son 21 weekend 週末

22 おば aunt 22 month 月
23 grandmother 祖母 23 family 家族
24 grandfather 祖父 24 tomorrow 明日

25 祖父母 grandparents 25 English 英語
26 母 mother 26 grandmother 祖母
27 父 father 27 brother 兄・弟

28 夫 husband 28 mother 母
29 娘 daughter 29 sister 姉・妹　姉妹
30 cousin いとこ 30 blue 青

31 両親 parents 31 new 新しい
32 姉・妹　姉妹 sister 32 red 赤
33 家族 family 33 a cup of カップ１杯の
34 私は Ｉ 34 year 年

35 あなたは you 35 grandfather 祖父

36 year 年 36 cousin いとこ

37 週 week 37 daughter 娘
38 時間 hour 38 green 緑
39 morning 朝・午前 39 noon 正午
40 今夜 tonight 40 a glass of グラス１杯の
41 週末 weekend 41 wife 妻

42 a cup of カップ１杯の 42 grandparents 祖父母
43 春 spring 43 fall で 秋
44 夏 summer 44 yellow 黄
45 秋 fall で 45 husband 夫

46 冬 winter 46 today 今日

47 黒 black 47 afternoon 午後
48 青 blue 48 morning 朝・午前
49 緑 green 49 black 黒
50 白 white 50 white 白
51 赤 red 51 paint ～を描く
52 黄 yellow 52 spring 春

曲順問題 ランダム問題



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

曲順問題 ランダム問題
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