
ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第１回                  

 

（１）あの家は大きい。this is house big that 

 

 

（２）私の父は、日曜日に（彼の）車を洗います。 

her in on father wash him car Sunday my washes his is 

 

 

（３）彼女は英語の先生です。 English a she an is teacher are 

 

 

（４）私はあなたのおじさんを知りません。 

you I am not know don’t uncle konw aunt your. 

 

 

（５）あなたはサッカーファンですか。 

fan do you is play soccer are does a playing 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第１回                   

 

（１）あの家は大きい。 

 

 

（２）私の父は、日曜日に（彼の）車を洗います。 

 

 

 

（３）彼女は英語の先生です。 

 

 

（４）私はあなたのおじさんを知りません。 

 

 

（５）あなたはサッカーファンですか。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第１回 解答 

   be動詞・一般動詞（Lesson01～Lesson12） 

否定・疑問（Lesson18～Lesson26） 

（１）あの家は大きい。 

That house is big. 

 

（２）私の父は、日曜日に（彼の）車を洗います。 

My father washes his car on Sunday. 

 

 

（３）彼女は英語の先生です。 

She is an English teacher. 

 

（４）私はあなたのおじさんを知りません。 

I don’t know your uncle. 

 

（５）あなたはサッカーファンですか。 

Are you a soccer fan? 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第２回                           

並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 

（１）ケイコは毎日英語を勉強します。 

Keiko every English studys studies day  study  

 

（２）彼らはこの部屋を使いません。 

he they this we them don’t room doesn’t use 

 

 

（３）彼らはとても熱心に日本語を勉強します。 

hard their they he studies study studys Japanese very 

 

（４）あなたは彼女の名前を知っていますか。 

Are do know her his your she name you ? 

 

（５）今、彼らはここにいません。 

not them they he live in are don’t here doesn’t now. 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第２回                         

   

（１）ケイコは毎日英語を勉強します。 

 

 

 

（２）彼らはこの部屋を使いません。 

 

 

 

（３）彼らはとても熱心に日本語を勉強します。 

 

 

（４）あなたは彼女の名前を知っていますか。 

 

 

（５）今、彼らはここにいません。 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第２回 解答 

   be動詞・一般動詞（Lesson01～Lesson12） 

否定・疑問（Lesson18～Lesson26） 

（１）ケイコは毎日英語を勉強します。 

Keiko studies English every day. 

 

（２）彼らはこの部屋を使いません。 

They don’t use this room. 

 

 

（３）彼らはとても熱心に日本語を勉強します。 

They study Japanese very hard. 

 

（４）あなたは彼女の名前を知っていますか。 

Do you know her name? 

 

（５）今、彼らはここにいません。 

They are not here now. 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第３回                          

   並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 

（１）あなたのカバンは机の上にあります。 

the desk are your you bag is in on. 

 

（２）彼女は夕食後にテレビをみます。 

do after noon watchs she watches watch TV dinner . 

 

 

（３）あなたは中国の出身ですか。 

is does live in are do you China from? 

 

（４）マイクとボブ（Mike and Bob）は日本語を話しますか。 

does do are Mike and Bob is speak speaks Japanese? 

 

 

（５）（４）に対して、「いいえ、話しません。」と答える。3語 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第３回                           

 

（１）あなたのカバンは机の上にあります。 

 

 

（２）彼女は夕食後にテレビをみます。 

 

 

 

（３）あなたは中国の出身ですか。 

  

 

（４）マイクとボブ（Mike and Bob）は日本語を話しますか。 

 

 

 

（５）（４）に対して、「いいえ、話しません。」と答える。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第３回 解答 

   be動詞・一般動詞（Lesson01～Lesson12） 

否定・疑問（Lesson18～Lesson26） 

（１）あなたのカバンは机の上にあります。 

Your bag is on the desk. 

 

（２）彼女は夕食後にテレビをみます。 

She watches TV after dinner. 

 

 

（３）あなたは中国の出身ですか。 

Are you from China? 

 

（４）マイクとボブ（Mike and Bob）は日本語を話しますか。 

Do Mike and Bob speak Japanese? 

 

 

（５）（４）に対して、「いいえ、話しません。」と答える。 

No, they don’t. 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第４回 

    

（１）私はときどき図書館へ行きます。 

I go always libraly something library to the. sometimes 

 

 

（２）ルーシー（Lucy）のお兄さんは野球が好きです。 

Lucy is baseball brother like  likes. Lucy’s 

 

 

（３）私の父は古い車を持っています。 

car an my father have haves has a old . 

 

 

（４）あなたの両親は忙しいですか。－はい、忙しいです。 

do are parent you parents busy? your is 

 

 

（５）（４）に対して、「はい、忙しいです。」と答える。 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第４回 

    

 

（１）私はときどき図書館へ行きます。 

 

 

（２）ルーシー（Lucy）のお兄さんは野球が好きです。 

 

 

 

（３）私の父は古い車を持っています。 

 

 

（４）あなたの両親は忙しいですか。－はい、忙しいです。 

 

 

 

（５）（４）に対して、「はい、忙しいです。」と答える。 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第４回 解答 

   Lesson13～Lesson17（P38～P49） 

否定・疑問（Lesson18～Lesson26） 

（１）私はときどき図書館へ行きます。 

I sometimes go to the library. 

 

（２）ルーシー（Lucy）のお兄さんは野球が好きです。 

Lucy’s brother likes baseball. 

 

 

（３）私の父は古い車を持っています。 

My father has an old car. 

 

（４）あなたの両親は忙しいですか。－はい、忙しいです。 

Are your parents busy? 

 

 

（５）（４）に対して、「はい、忙しいです。」と答える。 

Yes, they are. 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第５回 

    

（１）あの背の高い男の子はケンタです。 

this Kenta is that boy. tall 

 

（２）私のいちばん好きな教科は理科です。 

do like favorite are is my your science subject. 

 

 

（３）あなたは何のスポーツが好きですか。 

where are you does what do like sports? 

 

 

（４）今日は何曜日ですか。 

the date is day it today what? 

 

 

（５）（４）に対して、「水曜日です。」と答える。 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第５回 

    

（１）あの背の高い男の子はケンタです。 

 

 

（２）私のいちばん好きな教科は理科です。 

 

 

 

（３）あなたは何のスポーツが好きですか。 

 

 

 

（４）今日は何曜日ですか。 

 

 

 

（５）（４）に対して、「水曜日です。」と答える。 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第５回 解答 

   代名詞・形容詞・副詞など（Lesson13～Lesson17） 

疑問詞（Lesson27～Lesson31） 

（１）あの背の高い男の子はケンタです。 

That tall boy is Kenta. 

 

（２）私のいちばん好きな教科は理科です。 

My favorite subject is science. 

 

 

（３）あなたは何のスポーツが好きですか。 

What sports do you like? 

 

（４）今日は何曜日ですか。 

What day is it today? 

 

（５）（４）に対して、「水曜日です。」と答える。 

It’s Wednesday. 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第６回 

    

（１）静かにしなさい。 

loud quiet don’t be de doesn’t . 

 

（２）彼はここに 10時に来ます。 

here come he at comes on in ten 

 

 

（３）このバスは渋谷へ行きますか。 

do does is  this go bus to from Shibuya   

 

（４）これはだれのノートですか。 

who whose is are this notebook  

 

（５）（４）に対して、「私のです。」と答える。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第６回 

    

（１）静かにしなさい。 

 

 

（２）彼はここに 10時に来ます。 

 

 

（３）このバスは渋谷へ行きますか。 

 

 

 

（４）これはだれのノートですか。 

 

 

（５）（４）に対して、「私のです。」と答える。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第６回 解答 

   代名詞・形容詞・副詞など（Lesson13～Lesson17） 疑問詞（Lesson27～Lesson31） 

否定文・疑問文（Lesson18～Lesson26）  複数形・命令文（Lesson32～Lesson37） 

 

（１）静かにしなさい。 

Be quiet. 

 

（２）彼はここに 10時に来ます。 

He comes here at ten. 

 

（３）このバスは渋谷へ行きますか。 

Does this bus go to Shibuya? 

 

（４）これはだれのノートですか。 

Whose notebook is this? 

 

（５）（４）に対して、「私のです。」と答える。 

It’s mine. 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第７回 

    

（１）私のカメラはどこにありますか。 

I am are my what camera where is  

 

 

（２）彼はロンドンに住んでいません。 

not live at she isn’t don’t  in doesn’t he London 

 

 

（３）この本はおもしろい。 

that book a is this interesting  

 

（４）あなたは何匹の猫を飼っていますか。 

what do many has use cat you cats how have 

 

（５）（４）に対して、「１０匹です。」と答える。 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第７回 

    

（１）私のカメラはどこにありますか。 

 

 

 

（２）彼はロンドンに住んでいません。 

 

 

（３）この本はおもしろい。 

 

 

（４）あなたは何匹の猫を飼っていますか。 

 

 

（５）（４）に対して、「１０匹です。」と答える。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第７回 解答 

   代名詞・形容詞・副詞など（Lesson13～Lesson17） 疑問詞（Lesson27～Lesson31） 

否定文・疑問文（Lesson18～Lesson26）  複数形・命令文（Lesson32～Lesson37） 

 

（１）私のカメラはどこにありますか。 

Where is my camera? 

 

（２）彼はロンドンに住んでいません。 

He doesn’t live in London. 

 

（３）この本はおもしろい。 

This book is interesting. 

 

（４）あなたは何匹の猫を飼っていますか。 

How many cats do you have? 

 

（５）（４）に対して、「１０匹です。」と答える。 

I have ten. 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第８回 

    

（１）私にいい考えがあります。 

I good has have a an  idea. 

 

（２）あれは犬ですか。 

a this are is that  it dog an ? 

 

（３）彼女には姉妹が何人いますか。 

what how  much sister sisters do does she has many have? 

 

 

（４）あなたはどうやって学校に来ますか。 

what how school to does do your you comes come  ? 

 

 

（５）（４）に対して、「バスに乗ります。」と答える。 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第８回 

    

 

（１）私にいい考えがあります。 

 

 

（２）あれは犬ですか。 

 

 

（３）彼女には姉妹が何人いますか。 

 

 

（４）あなたはどうやって学校に来ますか。 

 

 

（５）（４）に対して、「バスに乗ります。」と答える。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

 

第８回 解答 

   代名詞・形容詞・副詞など（Lesson13～Lesson17） 疑問詞（Lesson27～Lesson31） 

否定文・疑問文（Lesson18～Lesson26）  複数形・命令文（Lesson32～Lesson37） 

 

（１）私にいい考えがあります。 

I have a good idea. 

 

（２）あれは犬ですか。 

Is that a dog? 

 

（３）彼女には姉妹が何人いますか。 

How many sisters does she have? 

 

（４）あなたはどうやって学校に来ますか。 

How do you come to school? 

 

（５）（４）に対して、「バスに乗ります。」と答える。 

I take the bus. 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第９回 

    

 

（１）あなたはどんな種類の音楽が好きですか。 

do music like what you of kind 

 

（２）ユキとミサキは台所にいます。 

is are at the kitchen and in Misaki Yuki 

 

（３）彼らのチームは強いです。 

theirs them team is their strong young long 

 

（４）大阪の天気はどうですか。 

what in is wether the Osaka how weather at 

 

（５）（４）に対して、「雨です。」と答える。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第９回 

 

（１）あなたはどんな種類の音楽が好きですか。 

 

 

（２）ユキとミサキは台所にいます。 

 

 

（３）彼らのチームは強いです。 

 

 

（４）大阪の天気はどうですか。 

 

 

 

（５）（４）に対して、「雨です。」と答える。 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第９回 解答 

   代名詞・形容詞・副詞など（Lesson13～Lesson17） 疑問詞（Lesson27～Lesson31） 

否定文・疑問文（Lesson18～Lesson26） 

 

（１）あなたはどんな種類の音楽が好きですか。 

What kind of music do you like? 

 

（２）ユキとミサキは台所にいます。 

Yuki and Misaki are in the kitchen. 

 

（３）彼らのチームは強いです。 

Their team is strong. 

 

（４）大阪の天気はどうですか。 

How’s the weather in Osaka? 

 

（５）（４）に対して、「雨です。」と答える。 

It’s rainy. 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

基礎 第１０回  

    

（１）私たちは東京に住んでいます。 

in I lives at we live Tokyo  Kyoto. 

 

（２）鈴木先生（Ms. Suzuki）は理科を教えていますか。 

Ms. Suzuki do does teaches science sience teach 

 

（３）あの家は古い。 

this a  that is   an old house. 

 

（４）あなたはいつテレビをみますか。 

do where when what how does are you watch watches TV? 

 

 

（５）ダイキ（Daiki）は忙しいですか。 

does is do Daiki busy busies free ? 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

標準 第１０回  

    

（１）私たちは東京に住んでいます。 

 

 

（２）鈴木先生（Ms. Suzuki）は理科を教えていますか。 

 

 

（３）あの家は古い。 

 

 

（４）あなたはいつテレビをみますか。 

 

 

 

（５）ダイキ（Daiki）は忙しいですか。 

 

 

 



ひとわか 英検 中１                            点 
並べ替えて英文を完成させなさい。不要な語句も入っています。 

文頭の大文字、ピリオド、？ など忘れずに。 
 

第１０回 解答 

    be動詞・一般動詞（Lesson01～Lesson12） 疑問詞（Lesson27～Lesson31） 

否定文・疑問文（Lesson18～Lesson26） 

 

（１）私たちは東京に住んでいます。 

We live in Tokyo. 

 

（２）鈴木先生（Ms. Suzuki）は理科を教えていますか。 

Does Ms. Suzuki teach science? 

 

（３）あの家は古い。 

That house is old. 

 

（４）あなたはいつテレビをみますか。 

When do you watch TV? 

 

（５）ダイキ（Daiki）は忙しいですか。 

Is Daiki busy? 

 


