
1 ～するのを待つ 21 少しの言葉だけ 41 知らせてください

2 私は～するのを待てない 22 含まれなければならない 42 もし質問があれば

3 私の英語の宿題 23 一方で 43 さようなら

4 ～するのは難しい 24 彼ら自身の俳句 44 詩

5 英語で 25 何年もの間 45 伝統的な

6 5年間 26 英語で 46 韻を踏む

7 何があなたをここに運んだ？ 27 書きやすい 47 季節の

8 もっと学びたい 28 英語の俳句のルール 48 リズム

9 素晴らしい 29 ～より厳しくない 49 音節

10 大ファン 30 例えば 50 かなり・非常に

11 彼の日本の印象 31 音節を数える必要

12 私を好奇心旺盛にする 32 AだけでなくＢも

13 お互い 33 書きやすいだけではなく

14 1年目 34 読みやすい

15 少しだけ難しい 35 楽しい方法かもしれない

16 ～の大事な一部 36 いつも～というわけではない

17 江戸時代 37 ～へようこそ

18 何世紀もの間 38 ～を楽しみにする

19 ～とは異なる 39 遠慮なく～する

20 文で 40 もし必要なものがあればin sentences if there's anything you need

(be) different from ～ feel free to ～

点

for centuries look forward to ～

the Edo period welcome to ～ 名前

an important part of ～ not always

a little difficult may be a fun way 再テスト日：テスト日までの自習時間

the first year but also easy to read テスト日：6月18日(土)の受験対策講座

each other not only easy to write ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

make me curious not only A but also B ・90点以上で合格

his image of Japan necessary to count syllables ・2点×50問=100点満点

a big fan for example quite

That's great. less strict than ～ syllable

want to learn more the rules for English haiku rhythm

What brought you here ？ easy to write seasonal

for five years in English rhyme

in English for many years traditional

It's difficult to ～ their own haiku poem

my English homework on the other hand Goodbye.

I can't wait to ～ must be included if you have any questions
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wait to ～ only a few words let me know
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