
1 入ってきて 21 ～に遅れる 41 ～する必要がある

2 何が起こっているの？ 22 分かりました。 42 最初・はじめに

3 えーっ、なんてこと 23 一方で 43 なるほど

4 もちろん 24 長い間 44 私たちは2対1で負けた

5 なんてかわいいカバンなの 25 このような場所に 45 そう願います

6 どういたしまして 26 友だちと一緒に 46 楽しそう!

7 ～を見て 27 冬休みの間 47 それを拾った

8 ～として働く 28 周りを見る 48 良いことしたね・ナイス

9 異なる国で 29 3時間 49 私を探す

10 困っている人々 30 ～でいっぱい 50 ～に行く途中

11 私は～になりたい 31 面白いもの

12 彼女のように 32 周りを歩く

13 決めている 33 深夜に

14 （私が）最善を尽くす 34 お互いに

15 ～しようとする 35 私はとても幸せに感じました

16 ～を聴く 36 私たちは素晴らしい時間を過ごした

17 あとでそこに行く 37 早く起きる

18 向こう・あっち 38 あなたは何をしましたか？

19 列に並んで待つ 39 特別なことは何もない

20 ～に到着する 40 私たちはどこにも行かなかったget to ～ We didn't go anywhere.

wait in line Nothing special.

点

over there What did you do ?

go there later get up early 名前

listen to ～ We had a wonderful time.

try to ～ I felt so happy. 再テスト日：テスト日までの自習時間

do my best each other テスト日：2月11日(土)の講座内

I'm sure at midnight ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

like her walk around ・90点以上で合格

I want to be ～ interesting things ・2点×50問=100点満点

people in need full of ～ on my way to ～

in different countries for three hours look for me

work as ～ look around Good job.

Look at ～ during winter vacation picked it up

You're welcome. with my friend Sounds like fun！

What a cute bag ! in places like this I hope so.

Of course. for a long time we lost 2 to 1.

Oh, my goodness ! on the other hand I see.

What's happening ? I understand. at first
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Come in. be late for ～ need to ～
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