
1 学校生活について 21 色々な約 41 楽しそうだね

2 地元の食べ物 22 面白そう 42 ～を楽しみにしています。

3 ダイビングの良い場所 23 次の日曜日 43 じゃあまた、その時ね

4 たくさんの～ 24 ～しませんか 44 部屋を飾る

5 写真を撮る 25 一緒に行く 45 サプライズパーティー

6 海の中で 26 彼女はどっちを話しますか 46 写真を撮る

7 ありがとう 27 英語それとも日本語 47 ビデオを撮る

8 誰か質問ありますか？ 28 あと5分で 48 あなたは何をしているの？

9 彼は何が好き 29 待てない 49 ～に何か言って

10 デザートで 30 誰のチケット 50 親友でいよう・親友になろう

11 ～を混ぜたもの 31 はい、どうぞ

12 など 32 気を付けて

13 フィリピン語で 33 そのことを気を付けて

14 「ミックス」という意味です 34 ありがとう

15 ～を見て 35 ～の歴史

16 彼を知っていますか？ 36 400年以上

17 この写真の男性 37 今でも人気

18 多くの場所で 38 私はテレビを観ています

19 見たい 39 どうしたの？

20 いつか 40 私は～について考えているsomeday I'm thinking about ～.

want to see What's up ?

点

in many places I'm watching TV,

the man in this picture It's still popular. 名前

Do you know him ? over 400 years

look at ～ a history of ～ 　合格するまでチャレンジしましょう

It means "mix." Thanks. 　再テスト…15日(月)～17日(水)の期間

in Filipino Be careful with that. ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

and so on Be careful. ・90点以上で合格

a mix of ～ Here you are. ・2点×50問=100点満点

for dessert whose ticket Let's be best friends.

What does he like ? I can't wait. Say something to ～.

Does anyone have any questions ? in five minutes What are you doing ?

Thank you English or Japanese take a video

in the sea Which does she speak ? take a picture

take pictures go together surprise party

a lot of ～ Why don't we ～? decorate the room

nice spot for diving next Sunday See you then.

local food Sounds interesting. I'm looking forward to ～.
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about school life different roles Sounds like fun.



1 学校生活について 21 色々な約 41 楽しそうだね

2 地元の食べ物 22 面白そう 42 ～を楽しみにしています。

3 ダイビングの良い場所 23 次の日曜日 43 じゃあまた、その時ね

4 たくさんの～ 24 ～しませんか 44 部屋を飾る

5 写真を撮る 25 一緒に行く 45 サプライズパーティー

6 海の中で 26 彼女はどっちを話しますか 46 写真を撮る

7 ありがとう 27 英語それとも日本語 47 ビデオを撮る

8 誰か質問ありますか？ 28 あと5分で 48 あなたは何をしているの？

9 彼は何が好き 29 待てない 49 ～に何か言って

10 デザートで 30 誰のチケット 50 親友でいよう・親友になろう

11 ～を混ぜたもの 31 はい、どうぞ

12 など 32 気を付けて

13 フィリピン語で 33 そのことを気を付けて

14 「ミックス」という意味です 34 ありがとう

15 ～を見て 35 ～の歴史

16 彼を知っていますか？ 36 400年以上

17 この写真の男性 37 今でも人気

18 多くの場所で 38 私はテレビを観ています

19 見たい 39 どうしたの？

20 いつか 40 私は～について考えている 点

名前

　合格するまでチャレンジしましょう

　再テスト…15日(月)～17日(水)の期間

・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

・90点以上で合格

・2点×50問=100点満点

中学1年生　第4回テスト範囲　英単語テスト


