
お わ び（正誤表） 

『中学1年 英語 標準問題集』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】 

24 １  (4) 
【誤】That boy isn’t Japanese student. 

→【正】That boy isn’t Japanese student. (下線を挿入) 

44 1 問題文 

【誤】[we, you, they] 次の英文の（ ）内の語を，適切な形に

直しなさい。 

→【正】[we, you, they] 次の英文の（ ）内の語を，適切な形に

直しなさい。(5) (6)は代名詞に直しなさい。 

47 ４ 

【誤】    彼女らは私の友だちです。 

→【正】 (5) 彼女らは私の友だちです。 

【誤】 (5) 私たちの英語の先生は矢野先生とスミス先生です。 

        (Mr. Yano, English, Mr. Smith, teachers, our, are). 

→【正】 (6) 私たちの英語の先生は矢野先生とスミス先生です。 

        (Mr. Yano, English, and, Mr. Smith, teachers, our, are). 

50 1  (7) 
【誤】They (are, eat, study) oranges. 

→【正】They (am, eat, study) oranges. 

51 3  例 【誤】You play tennis? →【正】You play tennis. 

60 １ (6) 【誤】Dose Mary play the piano? →【正】Does Mary play the piano? 

70 １ 問題文 
【誤】…(   )にあてはまる語を…  

→【正】…   にあてはまる語を…  

71 ４  (5)  
【誤】〔1人の子どもに向かって〕… 

→【正】〔1人の男の子に向かって〕… 

74 1  (6) 【誤】         speaks Spanish. →【正】         speaks Spanish? 

75 3  語句 【誤】in my hand 「手に」→【正】in my hand 「私の手に」 

81 ３  語句 【誤】higt ｢高い｣ →【正】high ｢高い｣ 

85 くわしく 【誤】my two red bags →【正】my two new red bags 

解答 

1 
右段 解答 ５ (3) 【誤】That’s [That is] is a camera.→【正】That’s [That is] a camera. 

解答 

5 
右段 解説 ４ (3) 

【誤】…，それとも彼の兄弟ですか。」 

→【正】…，それとも彼の兄[弟]ですか。」 

解答 

10 
右段 解説 ５ (2) 

【誤】「これはだれの家ですか。」＝「この家はだれのものです

か。」 

→【正】「これはだれの時計ですか。」＝「この時計はだれのもの

ですか。」 

解答 

11 
右段 解説 ３ (4) 【誤】yoursとhersとor… →【正】yourとhersとor… 

解答 

14 
左段 解答 ４ 

【誤】   They are my friends. 

    (5) Our English teachers are Mr. Yano and Mr. Smith.  

→【正】(5) They are my friends. 

      (6) Our English teachers are Mr. Yano and Mr. Smith. 

解答 

18 
左段 解答 １  (3) 【誤】we, her →【正】We, her 

解答 

24 
右段 解答 １  (4) 

【誤】Where does your dog every day? 

→【正】Where does your dog run every day? 



解答 

29 
 

左段 解答 ２  (1) 
【誤】Ken usually go 〔come〕to school by bike.  

→【正】Ken usually goes〔comes〕to school by bike. 

左段 解説 ２  (3) 
【誤】「この店はいつも聞いています。」  

→【正】「この店はいつも開いています。」 

右段 解答 ２  (5) 
【誤】What time do you usually have lunch?  

→【正】What time do you usually have lunch? (罫線の位置を変える) 

解答 

30 
左段 解説 ３  (3) 

【誤】「あなたの時計では今何時ですか。」 

→【正】「あなたの時計では何時ですか。」 

解答 

31 
右段 解答 １  (2) 【誤】is talking →【正】is swimming 

解答 

34 

左段 解答 

４ (2) イ 
【誤】After dinner ( ’ ) →【正】After dinner ( , ) 

 


