
1 ～に来る 21 AIの進歩 41 意志の疎通をする

2 ～から来る 22 私たちの生活を変える 42 会社

3 ～から…へ 23 AIの時代 43 濃厚・濃い

4 18世紀 24 私がテレビを見るとき 44 作る

5 人気になる 25 多くの種類の～ 45 粉

6 簡単になる 26 ～を聞く・耳にする 46 直接

7 ～の中に入れる 27 一度も～を聞かなかった 47 販売

8 ～の上におく・乗せる 28 そこに行く 48 海苔（のり）

9 ～を混ぜたもの 29 今週の日曜日 49 特別な

10 ここに～があります 30 時間がある 50 香辛料

11 いくつか別のもの 31 彼らと一緒に行く

12 モノに名前をつける 32 いいね

13 ～にちなんでモノに名前をつける 33 海外から

14 何年間も 34 半分正解

15 そこの人々 35 どういう意味？

16 生の魚 36 あなたは～に興味がある

17 外側に 37 もう半分

18 世界中を 38 現れる

19 それぞれの場所で 39 消える

20 たくさんのこと 40 未来の・将来のmany things future

in each place disappear

点

around the world appear

on the outside the other half 名前

raw fish You're interested in ～

people there What do you mean ？ 再テスト日：テスト日までの自習時間

for many years You 're half right. テスト日：6月18日(土)の講座内

name モノ 名前 after ～ from overseas ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

name モノ 名前 Sounds good. ・90点以上で合格

some others go with them ・2点×50問=100点満点

Ｈｅｒｅ　ｉｓ（ａｒｅ） ～ you have time spice

one blend of ～ this Sunday special

put モノ on 場所 go there seaweed

put モノ in 場所 never heard of ～ sale

become easy hear of ～ directly

become popular many kinds of ～ powder

in the 18th century When I watch TV produce

to …　from ～ the age of AI thick

come from ～ change our lives company
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come to ～ the progress of AI communicate
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