
ひとわか 英検 中 2                         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）机の上に、２匹の猫がいます。 

are  is  two in on this the cat  desk. there cats their 

 

 

（２）私は、英語は簡単だとは思いません。 

I  am  I`m not doesn’t think  English is thought easy difficult . don’t 

 

 

（３）私が帰ってきたとき、母は料理をしていました。 

I mother came cooks come home is  my was were cooking when if . 

 

 

（４）かべに絵がかかっていますか。 

is their there this are any pictures on in at the wall  ?  

 

 

（５）（４）に対して、「はい、あります」と答えなさい。 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）机の上に、２匹の猫がいます。 

 

 

（２）私は、英語は簡単だとは思いません。 

 

 

 

（３）私が帰ってきたとき、母は料理をしていました。 

 

 

 

（４）かべに絵がかかっていますか。 

 

 

 

（５）（４）に対して、「はい、あります」と答えなさい。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   There（Lesson75～77） 

接続詞 that（Lesson72）when( Lesson73) 

 

 

（１）机の上に、２匹の猫がいます。 

There are two cats on the desk. 

 

（２）私は、英語は簡単だとは思いません。 

I don’t think English is easy. 

 

（３）私が帰ってきたとき、母は料理をしていました。 

My mother was cooking when I came home. 

 

（４）かべに絵がかかっていますか。 

Are there any pictures on the wall?  

 

 

（５）（４）に対して、「はい、あります」と答えなさい。 

Yes, there are. 



ひとわか 英検 中 2                         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                          

    

 

（１）もしひまなら、私を手伝って下さい。 

help you please not will if am are me free busy . 

 

（２）私は、あなたが忙しいということは知っています。 

you know free don’t that I are am busy . 

 

（３）あなたは家に帰るべきだと私は思います。 

I you think don’t go should must home that. 

 

（４）あなたの学校には何人の英語の先生がいますか。 

are much English many teachers is there how in what your school?  

 

 

（５）（４）の質問に、「７人います」と答える。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）もしひまなら、私を手伝って下さい。 

 

 

（２）私は、あなたが忙しいということは知っています。 

 

 

（３）あなたは家に帰るべきだと私は思います。 

 

 

（４）あなたの学校には何人の英語の先生がいますか。 

 

 

 

（５）（４）の質問に、「７人います」と答える。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   There（Lesson75～77） 

接続詞 that（Lesson72）、when( Lesson73)、if( Lesson74) 

 

 

（１）もしひまなら、私を手伝って下さい。 

Please help me if you are free. 

 

（２）私は、あなたが忙しいということは知っています。 

I know that you are busy. 

 

（３）あなたは家に帰るべきだと私は思います。 

I think that you should go home. 

 

（４）あなたの学校には何人の英語の先生がいますか。 

How many English teachers are there in your school?  

 

 

（５）（４）の質問に、「７人います」と答える。 

There are seven (teachers). 



ひとわか 英検 中 2                         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                            

    

（１）私が起きたとき、雨が降っていました。 

I got get up is was it when raining . 

 

（２）もしあなたが忙しいなら、手伝いますよ。 

if help me you I’ll are free busy you. 

 

（３）I don’t think English is easy. 

を I thinkを使って書き換えなさい。 

 

 

（４）この近くに図書館はありますか。 

this is near a library there are here?  

 

 

（５）（４）の質問に、「はい、あります。」と答える。 

  

 



ひとわか 英検 中 2                         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）私が起きたとき、雨が降っていました。 

 

 

（２）もしあなたが忙しいなら、手伝いますよ。 

 

 

（３）I don’t think English is easy. 

を I thinkを使って書き換えなさい。 

 

 

（４）この近くに図書館はありますか。 

 

 

 

（５）（４）の質問に、「はい、あります。」と答える。 

  



ひとわか 英検 中 2                         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 

   There（Lesson75～77） 

接続詞 that（Lesson72）、when( Lesson73)、if( Lesson74) 

 

 

（１）私が起きたとき、雨が降っていました。 

It was raining when I got up. 

 

（２）もしあなたが忙しいなら、手伝いますよ。 

I’ll help you if you are busy. 

 

（３）I don’t think English is easy. 

を I thinkを使って書き換えなさい。 

I think that English is difficult. 

 

（４）この近くに図書館はありますか。 

 Is there a library near here?  

 

（５）（４）の質問に、「はい、あります。」と答える。 

 Yes, there is 



ひとわか 英検 中 2                         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）私は宿題をするために早く起きました。 

doing my got I to do up was homework. early 

 

 

（２）彼はその知らせ（the news）を聞いて悲しかった。 

hear he hearing sad is of to the news. was 

 

 

（３）私は、今日するべき宿題がたくさんあります。 

should today have a I of had to lot doing homework do. 

 

（４）日本史(Japanese history)を勉強することは面白いです。 

study  Japanese history is  of to  interesting studying . 

 

 

（５）彼は幸せだと言いました。 

I’m say he that when if he was is happy said. 



ひとわか 英検 中 2                         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）私は宿題をするために早く起きました。 

 

 

 

（２）彼はその知らせ（the news）を聞いて悲しかった。 

 

 

（３）私は、今日するべき宿題がたくさんあります。 

 

 

（４）日本史(Japanese history)を勉強することは面白いです。 

 

 

（５）彼は幸せだと言いました。 

 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71） 

接続詞 that（Lesson72）、 

 

（１）私は宿題をするために早く起きました。 

I got up early to do my homework. 

 

（２）彼はその知らせ（the news）を聞いて悲しかった。 

He was sad to hear the news. 

 

（３）私は、今日するべき宿題がたくさんあります。 

I have a lot of homework to do today. 

 

（４）日本史(Japanese history)を勉強することは面白いです。 

Studying Japanese history is interesting. 

 

（５）彼は幸せだと言いました。 

He said that he was happy. 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）私は何か冷たい飲み物が欲しい。 

what something I eat want to drink cold . 

 

（２）彼らは一緒に楽しく勉強しました。 

he enjoyed they together with to study studying. 

 

 

（３）彼は私に（１冊の）本をくれました。 

give he my will gave him a his book me. 

 

 

（４）友達をつくることは簡単です。 

easy to making is difficult friends. 

 

 

（５）私に駅に行く道を教えて下さい。 

the my please tell you way station to the from me. 



ひとわか 英検 中 2                         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）私は何か冷たい飲み物が欲しい。 

 

 

（２）彼らは一緒に楽しく勉強しました。 

 

 

（３）彼は私に（１冊の）本をくれました。 

 

 

（４）友達をつくることは簡単です。 

 

 

（５）私に駅に行く道を教えて下さい。 

 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71） 

SVC・SVOO（Lesson78～Lesson79） 

 

（１）私は何か冷たい飲み物が欲しい。 

I want something cold to drink. 

 

（２）彼らは一緒に楽しく勉強しました。 

They enjoyed studying together. 

 

（３）彼は私に（１冊の）本をくれました。 

He gave me a book. 

 

（４）友達をつくることは簡単です。 

Making friends is easy. 

 

（５）私に駅に行く道を教えて下さい。 

Please tell me the way to the station. 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）私はギターを弾くことが得意です。 

the like good of at I’m playing guitar. 

 

（２）彼女は歌い始めました。 

in singing sing began she to  

 

 

（３）私の父は、とても若く見えます。 

I me father my very look young looks old . 

 

（４）私は、母は忙しいと思いました。 

think me my I that am mother thought was busy. 

 

（５）あそこに古い建物が１軒ありました。 

there is there was an a old new building here over. 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）私はギターを弾くことが得意です。 

 

 

（２）彼女は歌い始めました。 

 

 

 

（３）私の父は、とても若く見えます。 

 

 

（４）私は、母は忙しいと思いました。 

 

 

（５）あそこに古い建物が１軒ありました。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）  There（Lesson75～77） 

SVC・SVOO（Lesson78～Lesson79）  接続詞 that（Lesson72） 

 

（１）私はギターを弾くことが得意です。 

I’m good at playing the guitar. 

 

（２）彼女は歌い始めました。 

She began(started) to sing. 

 

 

（３）私の父は、とても若く見えます。 

My father looks very young. 

 

（４）私は、母は忙しいと思いました。 

I thought that my mother was busy. 

 

（５）あそこに古い建物が１軒ありました。 

There was an old building over there. 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）  There（Lesson75～77） 

SVC・SVOO（Lesson78～Lesson79）  接続詞 that（Lesson72） 

 

（１）私は将来、教師になりたい。 

went the want I in be a to teacher future 

 

（２）（聞いたことに対して）それは面白そうですね。 

this  sounds  interesting  that sound  

 

 

（３）鈴木さん(Mr. Suzuki)が今朝あなたに会いに来ました。 

comes  this  came  you to morning see Mr. Suzuki 

 

（４））私は、彼女はパーティーに来るだろうと思います。 

to  think she I will that the come party  

 

（５）京都には見るべき場所がたくさんあります。 

in is there are a  of  shrines  lot Kyoto 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）  There（Lesson75～77） 

SVC・SVOO（Lesson78～Lesson79）  接続詞 that（Lesson72） 

 

（１）私は将来、教師になりたい。 

 

 

（２）（聞いたことに対して）それは面白そうですね。 

 

 

 

（３）鈴木さん(Mr. Suzuki)が今朝あなたに会いに来ました。 

 

 

（４））私は、彼女はパーティーに来るだろうと思います。 

 

 

（５）京都には見るべき場所がたくさんあります。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）  There（Lesson75～77） 

SVC・SVOO（Lesson78～Lesson79）  接続詞 that（Lesson72） 

 

（１）私は将来、教師になりたい。 

I want to be a teacher in the future. 

 

（２）（聞いたことに対して）それは面白そうですね。 

That sounds good(interesting. 

 

 

（３）鈴木さん(Mr. Suzuki)が今朝あなたに会いに来ました。 

Mr. Suzuki came to see you this morning. 

 

（４））私は、彼女はパーティーに来るだろうと思います。 

I think that she will come to the party. 

 

（５）京都には見るべき場所がたくさんあります。 

There are a lot of[many] shrines in Kyoto. 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）私はその写真をみて驚きました。 

surprised I to am was    the picture see. 

 

（２）私たちは、おしゃべりするのを楽しみました。 

talking I we to enjoy enjoyed . 

 

 

（３）私にはするべきことがない。（5語） 

do I don’t didn’t have nothing something to doing . 

 

 

（４））私たちはケンタに（１個の）ボールをあげました。 

Kenta a we I give  ball gave  . 

 

 

（５）私の母は、きのう、疲れているように見えました。 

my I mother  was look looks tired yesterday looked. 



ひとわか 英検 中 2                         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）私はその写真をみて驚きました。 

 

 

 

（２）私たちは、おしゃべりするのを楽しみました。 

 

 

（３）私にはするべきことがない。（5語） 

 

 

（４））私たちはケンタに（１個の）ボールをあげました。 

 

 

（５）私の母は、きのう、疲れているように見えました。 

 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）  There（Lesson75～77） 

SVC・SVOO（Lesson78～Lesson79）  接続詞 that（Lesson72） 

 

（１）私はその写真をみて驚きました。 

I was surprised to see the picture. 

 

（２）私たちは、おしゃべりするのを楽しみました。 

We enjoyed talking. 

 

 

（３）私にはするべきことがない。（5語） 

I have nothing to do. 

 

（４））私たちはケンタに（１個の）ボールをあげました。 

We gave Kenta a ball. 

 

（５）私の母は、きのう、疲れているように見えました。 

My mother looked tired yesterday. 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）   いかがですか Lesson112～P113 

 

（１）彼女には本を読む時間がありません。 

don’t to she for have has time reading read books doesn’t. 

 

（２）私はたくさんの国を訪れたいです。 

like country visiting many to want I countries visit  

 

 

（３）私は手紙を書くことを終えました。 

letter to write the finished I writing finish  

 

（４）何か飲む物はいかがですか。（ていねいな言い方で） 

like drink something drinking would to for you? 

 

（５）Why did Miki get up so early?－（歩くためです）。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）   いかがですか Lesson112～P113 

 

（１）彼女には本を読む時間がありません。 

 

 

（２）私はたくさんの国を訪れたいです。 

 

 

 

（３）私は手紙を書くことを終えました。 

 

 

（４）何か飲む物はいかがですか。（ていねいな言い方で） 

 

 

（５）Why did Miki get up so early?－（歩くためです）。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）   いかがですか Lesson112～P113 

 

 

（１）彼女には本を読む時間がありません。 

She doesn’t have time to read books. 

 

（２）私はたくさんの国を訪れたいです。 

I want to visit many countries. 

 

 

（３）私は手紙を書くことを終えました。 

I finished writing the letter. 

 

（４）何か飲む物はいかがですか。（ていねいな言い方で） 

Would you like something to drink? 

 

（５）Why did Miki get up so early?－（歩くためです）。 

         To walk. 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）わたしのクラスには２２人の学生がいます。 

her class there twenty-two my are students at in 

 

（２）あなたは家に帰るべきだと私は思います。 

should you that must I go think home. 

 

 

（３）私が彼女を訪ねたとき、彼女はテレビを見ていました。 

when she is was watching TV I visited visit her. 

 

（４）彼はその知らせを聞いて悲しかった。 

he is sad hear the news to was. 

 

（５）彼らは有名になりました。 

he becomes they became looks popular become famous. 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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）わたしのクラスには２２人の学生がいます。 

 

 

 

（２）あなたは家に帰るべきだと私は思います。 

 

 

 

（３）私が彼女を訪ねたとき、彼女はテレビを見ていました。 

 

 

（４）彼はその知らせを聞いて悲しかった。 

 

 

（５）彼らは有名になりました。 

 

 



ひとわか 英検 中 2                         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 

   不定詞・動名詞（Lesson67～71）   いかがですか Lesson112～P113 

SVC Lesson78～Lesson79     接続詞 Lesson72～73 

 

（１）わたしのクラスには２２人の学生がいます。 

There are twenty-two students in my class. 

 

（２）あなたは家に帰るべきだと私は思います。 

I think that you should go home. 

 

 

（３）私が彼女を訪ねたとき、彼女はテレビを見ていました。 

She was watching TV when I visited her. 

 

（４）彼はその知らせを聞いて悲しかった。 

He was sad to hear the news. 

 

（５）彼らは有名になりました。 

They became famous. 

 


