
お わ び（正誤表） 

『中学1年 英語 ハイクラステスト』に下記のような誤りがございました。誠に申し訳ご

ざいませんが，訂正してご利用いただきますよう，よろしくお願い致します。 
 

頁 場 所 【誤】（現在の状態） → 【正】 

4 
2 

【誤】(4) はじめまして，ケン。→【正】(4) はじめまして。 
    (5) どうぞよろしく。      (5) どういたしまして。 

2 選択肢 【誤】オ How do you do, Ken? →【正】オ You’re welcome. 

5 

重要暗唱 
例文 

【誤】② How do you do, Mrs. Sato? →【正】② How are you? 

【誤】③ How do you do, Jane? →【正】③ I’m fine, thank you. 

重要暗唱 
例文 

日本語訳 

【誤】② はじめまして，サトウさん。 ③ はじめまして，ジェーン。 
→【正】② お元気ですか。 ③ 元気です，ありがとう。 

【誤】④ どうぞよろしく。 →【正】④ はじめまして。 

Words &  
Phrases 

【誤】□ How are you?「お元気ですか」→【正】削除 

6 

３ (4) 

【誤】どうぞよろしく。                  meet you. 
 
→【正】元気です，ありがとう。                 , thank you. 

３ (6) 

【誤】         do you         , Jim? 
 

→【正】                  meet you, Jim. 

7 ５ (3) 【誤】How do you do, Jane? →【正】Nice to meet you, Jane. 

48 ３ 

【誤】(1) ～ (4) イラスト脱落  

→【正】(1) Who are these boys? 

        ア Yes, they are.  イ No, they aren’t. 

        ウ They are Ken and Mike. 

(2) Are those apples? 

        ア No, they aren’t.  イ Yes, those are. 

        ウ No, it isn’t. 

(3) Where are these girls from? 

        ア She is from Australia.  イ It’s Australia. 

        ウ They are from Australia. 

(4) What do the boys do after school? 

        ア It’s a baseball.  イ They play baseball. 

      ウ No, they don’t.  

57 ５ (1) 
【誤】（下線部をYou uncleにかえて） 

→【正】（下線部をYour uncleにかえて） 

解答編 

1 

右段  

解答 ２ 
【誤】(4) オ  (5) ア →【正】(4) ア  (5) オ 

右段  

解答 ７ 
【誤】(3) How do you do, Yukari? →【正】(3) Nice to meet you, Yukari. 

右段 解説 

２ 

【誤】… (4)(5)紹介され…あいさつ How do you do?「はじめまして」 

Nice to meet you.「どうぞよろしく」 

→【正】… (4)紹介され…あいさつ  Nice to meet you.「はじめまして」 



解答編 

2 

左段 

7 (3) 
【誤】How do you do? →【正】Nice to meet you. 

左段 ３ 
【誤】(4) Nice， to    (6) How，do 

→【正】(4) I’m，fine   (6) Nice，to 

右段 解説 

３ 

【誤】(4)「どうぞよろしく」Nice to meet you.は初対面の人へあいさつ

するときの決まり文句。 

→【正】削除 

右段 解説 

３ (6) 

【誤】「はじめまして」How do you do?は… 

→【正】「はじめまして」Nice to meet you.は… 

右段 解説 

５ (3) 

【誤】How do you do? 「はじめまして」は… 

→【正】Nice to meet you. 「はじめまして」は… 

解答編 

23 

右段 

4 (2) 

【誤】What，are，they，watching 

→【正】What，are，They，watching 

解答編 

28 

右段 解説 

１ (2) ゥ 

【誤】… 日本では He is 165 cm tall. のように… 

→【正】… 日本では He is 175 cm tall. のように… 

解答編 

29 

左段 

ここに注意 

【誤】…「165 cm」は … sixty-five centimetersと読む。 

→【正】…「175 cm」は … seventy-five centimetersと読む。 

 


