
1 あなたへの質問 21 ～しようとする 41 彼女の家の前で

2 どんな種類の映画 22 立ち去ろうとする 42 すぐに

3 アニメ映画 23 ～をかわいそうに思う 43 目が覚めた

4 SF 24 一杯のミルク 44 どうすれば良いの？

5 すべての中で 25 飲み終える 45 ～の請求書

6 ～してくれてありがとう 26 だいぶ良くなる 46 ～するのを恐れる

7 私の質問に答える 27 硬貨を取り出す 47 中を見る

8 ～を見る 28 彼のポケットから 48 全額支払い済み

9 私たちの調査によると 29 ～ありがとう 49 ～のせいで・～のために

10 映画の種類に関しては 30 強くなりなさい 50 とても混雑する

11 同じ人数 31 彼女の親切のおかげで

12 別の種類の映画 32 歩き去る

13 ～のような 33 笑顔で

14 ～の結果として 34 その日から

15 半分以上 35 ～のことを心配する

16 ～よりも良い 36 順調にやっている

17 私たちにとって大きな驚き 37 何年も経ちました

18 数枚の硬貨だけ 38 歳を取る

19 ドアをノックする 39 ある日

20 ～のお金がない 40 倒れたI have no money for ～ fell down

only a few coins get old

knock on the door one day

点

big surprise to us The years went by 名前

better than ～ (be) doing well

more than half wonder about ～ 再テスト日：テスト日までの自習時間

As a result of ～ after that day テスト日：2月11日(土)の講座内

such as ～ with a smile ・90点未満の場合は再テストあり(希望者のみ)

other kinds of movies walk away ・90点以上で合格

the same number Thanks to her kindness ・2点×50問=100点満点

as for the kind of movies Be strong get very crowded

according to our research Thank you for ～ because of ～

look at ～ out of his pocket Paid in full

answer my questions take coins look inside

Thank you for ～ing feel much better (be) afraid to ～

what kind of movies (be) about to leave right away

of all finish drinking bill for ～

science fiction a glass of milk What should I do ?
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some questions for you (be) about to ～ in front of her house

animated movies feel sorry for ～ woke up
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