
1 いくつの言葉がある？ 21 一つの例 41 私の英語の宿題

2 ～だと言われています 22 私は～に驚いた 42 ～するのは難しい

3 世界で 23 私を困らせる 43 5年間

4 ～以下 24 人々をハッピーにする 44 なぜここに来たの？

5 ～以上 25 ～のように 45 もっと学びたい

6 第一共通語 26 他の人 46 素晴らしい

7 世界最大の人々 27 私を前向きにする 47 1年目

8 より色々な～・多種多様な 28 私たちに～を思い出させる 48 彼の日本の印象

9 ～を見たことある 29 ほほえみ続ける 49 私を好奇心旺盛にする

10 ～に興味がある 30 ～がある 50 お互い

11 下の一覧から選んで 31 ～に満足する

12 パラリンピック 32 普通のタイプ

13 たくさんの～ 33 デザインすることを決める

14 テレビで 34 ～になれる（なることができる）

15 ～の大ファン 35 彼らの身体の一部のよう

16 ～の一人 36 注意深く～を聞く

17 彼のこと聞いたことある 37 それぞれの選手にとって

18 彼を調べる 38 ますます・どんどん

19 インターネットで 39 世界中の

20 ～に行ったことある 40 私は～するのを待てないhave been to ～ I can't wait to ～

on the Internet around the world

点

check him out more and more

have heard of him for each athlete 名前

one of ～ listen carefully to ～

a big fan of ～ like part of their bodies 再テスト日：テスト日までの自習時間

on TV can be ～ テスト日：5月21日(土)の受験対策講座

lots of ～ decide to design ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

the Paralympic Games ordinary types ・90点以上で合格

Choose from the list below (be) satisfied with ～ ・2点×50問=100点満点

(be) interested in ～ There is ～. each other

have seen ～ keep smiling make me curious

a wider variety ～ remind us of ～ his image of Japan

the greatest number of people keep me positive the first year

the common first language other people That's great.

more than ～ just like want to learn more

fewer than ～ make people happy What brought you here ？

in the world make me uncomfortable for five years

It is said that ～. I was amazed at ～. It's difficult to ～
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