
英検４級　単語テストNo.1 name score /48

1 p11  　         family 家族 25 p16 　         　before
2 parents 両親 26 busy
3 uncle おじさん 27 early
4 aunt おばさん 28 near
5 happy 幸福な 29 on
6 grandfather おじいさん 30 ready
7 grandmother おばあさん 31 at once
8 classmate クラスメート 32 wake up
9 p13     　　but しかし 33 p19           run
10 daughter 娘 34 school
11 grandparents 祖父母 35 smile
12 hobby 趣味 36 walk
13 pet ペット 37 uniform
14 son 息子 38 ride
15 than ～よりも 39 bike
16 look like~ ～に似ている 40 street
17 p15   　　　bathroom 浴室、トイレ 41 p20        children
18 shower シャワー 42 heavy
19 sleepy 眠い 43 see
20 brush みがく 44 soon
21 bedroom 寝室 45 stop
22 wall かべ 46 together
23 door ドア 47 be late for
24 breakfast 朝食 48 get to

～の前

忙しい

走る

学校

ほほえむ

用意ができている

すぐに

目が覚める

早い

近くに

～の上に

重い

会う、見る

まもなく

自転車

道

子どもたち

歩く

制服、ユニフォーム

乗

止まる

一緒に

～に着く

Unit 1,2,3

遅刻する

English All the Time



英検４級　単語テストNo.2 name score /48

1 p23  　         math 数学 25 p28 　         　answer
2 science 理科 26 become
3 blackboard 黒板 27 in
4 difficult 難しい 28 learn
5 student 学生、生徒 29 report
6 test テスト 30 will
7 easy 簡単な 31 in the future
8 eraser 消しゴム 32 listen to
9 p24     　　art 美術 33 p31       soccer
10 can ～できる 34 schoolyard
11 desk 机 35 team
12 hard 一生懸命、難しい 36 volleyball
13 history 歴史 37 practice
14 question 問題 38 tired
15 really 本当に 39 basketball
16 subject 教科 40 member
17 p27   　　teacher 先生 41 p32        about
18 teach 教える 42 around
19 college 大学 43 badminton

20 artist 芸術家 44 baseball

21 singer 歌手 45 change
22 notebook ノート 46 club
23 textbook 教科書 47 game
24 dictionary 辞書 48 group

学ぶ

レポート

～するつもり

メンバー

～について

～のまわり

答える

～になる

～の中に

練習

疲れた

バスケットボール

校庭、運動場

チーム

バレーボール

将来

～を聞く

サッカー

クラブ

ゲーム、試合

グループ

バドミントン

野球

変える

Unit 4,5,6

English All the Time



英検4級　New単語テストNo.3 name score /48

1 P35      library 図書館 25 P40        because
2 ask たずねる 26 letter
3 book 本 27 now
4 magazine 雑誌 28 postcard
5 read 読む 29 send
6 finish 終わる 30 talk
7 homework 宿題 31 tomorrow
8 think 考える 32 write
9 P36          after ～の後 33 P43          oven
10 also ～もまた 34 chicken
11 always いつも 35 lunch
12 from ～から、～出身 36 hungry
13 help 手伝う 37 cut
14 story 物語 38 cook
15 for example たとえば 39 water
16 have to ～しなければいけない 40 dish
17 P39         TV テレビ 41 P44          as
18 picture 絵、写真 42 best
19 night 夜 43 for
20 video ビデオ 44 last
21 clean きれいにする 45 make
22 watch 見る、腕時計 46 need
23 draw 絵をかく 47 so
24 sofa ソファ 48 be good at

Unit 7,8,9

なぜなら～だから

手紙

今

とり肉

昼食

空腹の

あした

書く

オーブン

はがき

おくる

話す

～のため

最後の

作る

皿

～と比べて

もっとも良い

切る

料理をする

水

必要とする

だから

～が上手

English All the Time



英検4級　New単語テストNo.4 name score /48

1 P47      museum 博物館 25 P52      beautiful
2 bank 銀行 26 cold
3 theater 劇場 27 rain
4 bookstore 本屋 28 season
5 post office 郵便局 29 warm
6 map 地図 30 weather
7 taxi タクシー 31 windy
8 station 駅 32 yesterday
9 P48          across むこうがわ 33 P55       hospital
10 building 建物 34 doctor
11 car クルマ 35 sick
12 hotel ホテル 36 worry
13 tell 話す 37 bed
14 town まち 38 nurse
15 turn 曲がる 39 shoe
16 way 道 40 wait
17 P51         outside 外 41 P56          better
18 window まど 42 careful
19 swimming 水泳 43 find
20 pool プール 44 forget
21 hot あつい 45 key
22 sunny 晴れ 46 lose
23 rainy 雨ふり 47 problem
24 umbrella かさ 48 look for

Unit 10,11,12

季節

温かい

天気

うつくしい

寒い

雨がふる

ベッド

看護師

くつ

医者

病気の

心配する

風が強い

昨日

病院

負ける、なくす

問題

探す

見つける

忘れる

かぎ

待つ

より良い

注意深い

English All the Time



英検4級　New単語テストNo.5 name score /48

1 P59      party パーティー 25 P64        drum

2 birthday たんじょうび 26 famous

3 gift おくりもの 27 interesting

4 give 与える 28 love

5 cake ケーキ 29 popular

6 enjoy 楽しむ 30 sound

7 apple pie アップルパイ 31 tonight

8 flower 花 32 both A and B

9 P60          card カード 33
P67

supermarket
10 fun 楽しみ 34 money

11 invite 招待する 35 buy

12 start を始める 36 sale

13 visit 訪れる 37 strawberry

14 wonderful すばらしい 38 carry

15 have a good time 楽しい時を過ごす 39 want

16 make friends with ～と友だちになる 40 potato

17 P63         play する、演奏する 41 P68          egg

18 band バンド 42 food

19 trumpet トランペット 43 kind

20 piano ピアノ 44 one

21 guitar ギター 45 shopping

22 music 音楽 46 thing

23 concert コンサート 47 today

24 ticket チケット 48 vegitable

今夜

AとBの両方

スーパーマーケット

大好き

人気のある

音

ドラム

有名な

おもしろい

ジャガイモ

たまご

食べ物

イチゴ

運ぶ

ほしい

お金

買う

特売

もの

今日

野菜

種類、親切

１、ひとつ

買い物

Unit 13,14,15

English All the Time



英検４級　New単語テストNo.6 name score /48

1 P71      floor 床 25 P76        beef

2 salesclerk 店員 26 bring

3 dress ドレス 27 cafeteria

4 different ちがった 28 delicious

5 size サイズ 29 favorite

6 coat コート 30 rice

7 expensive 高価な 31 spagehetti

8 same 同じ 32 special

9 P72         another 別の 33 P79          tree

10 clothes 衣服 34 mountain

11 nice すてきな 35 bridge

12 open 開く 36 camp

13 other ほかの 37 fishing

14 shop 店 38 river

15 show 見せる 39 catch

16 wear 着ている 40 park

17 P75    restaurant レストラン 41 P80          farm

18 dessert デザート 42 hear

19 sandwich サンドイッチ 43 into

20 pizza ピザ 44 lake

21 hamburger ハンバーガー 45 picnic

22 drink 飲む、飲み物 46 rock

23 salad サラダ 47 top

24 full おなかがいっぱい 48 tulip

牛肉

持ってくる

カフェテリア

山

橋

キャンプ

スパゲッティ

特別な

木

おいしい

大好きな

ごはん

チューリップ

～の中へ

湖

ピクニック

公園

農場

聞こえる

魚つり

川

つかまえる

Unit 16,17,18

岩

頂上

English All the Time



英検４級　New単語テストNo.7 name score /48

1 P83      company 会社 17 P87      leave

2 office オフィス 18 airplane

3 computer コンピューター 19 airport

4 newspaper 新聞 20 sea

5 meeting ミーティング 21 passport

6 coffee コーヒー 22 tour

7 jacket ジャケット 23 excited

8 people 人々 24 sightseeing

9 P84            by ～までに 25 P88       again

10 free ひまな、自由な 26 ago

11 idea 考え 27 beach

12 job 仕事 28 holiday

13 minute 分 29 stay

14 put 置く 30 vacation

15 shirt シャツ 31 arrive at

16 work 働く 32 go on a trip 旅行に行く

滞在する、いる

休暇

～に着く

～前に

ビーチ

休日

Unit19,20

わくわくした

観光

また、もう一度

海

パスポート

ツアー

出発する

飛行機

空港

English All the Time


