
1 何が起こったのか 21 彼ら自身を守る 41 例えば

2 ひどい揺れのあと 22 簡単な日本語 42 歩道を歩く

3 家の外に 23 配る 43 怒る

4 駐車場 24 中学生 44 法律に反対して

5 5時間 25 簡単な記号 45 たとえ～だとしても

6 その時まで 26 災害時に 46 ～でいっぱい

7 日帰り旅行をする 27 お互い 47 効果がある

8 帰り道で 28 一緒に働く 48 ～によると

9 駅のアナウンス 29 インターネットで 49 重い税をかける

10 日本語で 30 全てのインド紙幣ルピーに 50 世界中に

11 すべての最新の情報 31 10月2日に生まれる

12 幸運なことに 32 祝日

13 旅行客に話しかける 33 国際非暴力デー

14 戻り方・帰り方 34 世界中で

15 ますます多くの 35 ～に取り組む

16 観光客の数 36 人権のために戦う

17 地震のときに何をすべきか 37 断食をする

18 避難訓練 38 大変そうだね

19 防災マップ 39 弁護士として働く

20 外国人の住民 40 当時

after the terrible shaking easy Japanese walk on the sidewalk

中学3年生　第4回テスト範囲　英単語テスト ≪　解答　≫

what was happening protect themselves for example

parking lot junior high school student against the law

out of the house hand out get angry

until then in a disaster full of ～

for five hours simple symbols even if ～

on the way back work together according to

take a day trip each other can be effective

in Japanese on all Indian rupee notes around the world

announcements at the station on the internet put heavy tax

fortunately national holiday ・90点以上で合格

all the latest information (be)born on October 2 ・2点×50問=100点満点

how to go back around the world テスト日：11月12日(土)の受験対策講座

speak to some travelers the International Day of Non-Violence ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

more and more work on ～ 再テスト日：テスト日までの自習時間

foreign residents at that time

evacuation drill That sounds tough.

evacuation map work as a lawyer

点
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