
中 1 英語　Unit5 ＜テスト対策問題＞問題

【Step1：単語問題】

pool 名：プール out 副：外へ

gym 名：体育館 slipper(s) 名：部屋履き

entrance 名：入口 put 動：～を置く

gate 名：門 them 代：彼らを（彼らに）

hallway 名：廊下 on 副：身に着けて

restroom 名：トイレ good 形：よい

behind 前：～の後ろに idea 名：考え

between 前：～の間に mom 名：お母さん

front 名：前方 follow 動：～の後についていく

near 前：～の近くに watch one's step 足元に気を付ける

between A and B A と B の間に take off ~ ～を脱ぐ

in front of ~ ～の前に take out ~ ～を取り出す

over 副：向こう側へ put ~ on ～を身に着ける

next 形：隣の phone 電話、電話機

cafeteria 名：カフェテリア later 副：後で、後ほど

have 動：～を食べる clean-up 名：掃除

serve 動：食事を出す time 名：時間

eat 動：食べる clean 動：～をきれいにする

together 副：いっしょに day 名：日、一日

over there むこうに、あちら sweep 動：～を掃く

next to~ ～の隣の floor 名：床

nurse 名：看護師 wipe 動：～を拭く

office 名：仕事部屋 blackboard 名：黒板

on 前：～に impressed 形：感心して

room 名：部屋 so 副：とても、非常に

floor 名：階 tidy 形：きちんとした

stair 名：階段 every day 毎日

cooking 名：料理 after school 放課後

school principal 名：校長 morning 名：朝、午前

watch 動：～に注意する afternoon 名：午後

step 名：歩み study 動：～を勉強する



take 動：～を取る shopping 名：買い物

off 副：外れて、取れて house 名：家

bath 名：入浴 eraser 名：消しゴム

before 前：～よりも前に ruler 名：定規

dinner 名：夕食 textbook 名：教科書

about 副：約、およそ on 前：～の上に

take 動：～をする us 代：私たちに、私たちを

at 前：～に ours 代：私たちのもの

open 形：開いた his 代：彼のもの

go shopping 買い物に行く her 代：彼女を、彼女に

take a bath 入浴する hers 代：彼女のもの

go to bed 就寝する its 代：その、それの

date 名：日 their 代：彼らの、彼らに

schoolyard 名：校庭 theirs 代：彼らのもの

note 名：注 these 代：これら

please 副：どうか

bring 動：～を持ってくる

own 形：自分自身の

main 形：主な

break 名：休憩

after school 放課後

whose 代：誰の

case 名：箱、容器

pencil case 筆箱

under 前：～の下に

desk 名：机

yours 代：あなた（たち）のもの

mine 代：私のもの



【Step2：熟語問題】

①～の前で（3 語）

→in front of ～

②向こうで（2 語）

→over there

③～の隣にある（2 語）

→next to ～

④～を脱ぐ（2 語）

→take off～

⑤～を取り出す（2 語）

→take out～

⑥～をはく（2 語）

→put on～

⑦～に感心する（2 語）

→be impressed

⑧ A と B の間

→between A and B



【Step3；空欄補充問題】

①学校の前で

（ In ）（front）（ of ）the school

②なるほど

（ I ）（ see ）.

③カフェはどこですか？

（ Where's ）the cafeteria?

④あなたはお昼ご飯をどこで食べるんですか？

（ Where ）（ do ）（ you ）（ have ）lunch.

⑤生徒たちは昼食を配って一緒に食べる。

The students （ serve ）lunch and （ eat ）（ together ）.

⑥足元に気をつけなさい。

（ Watch ）your step?

⑦私は靴を脱ぐんですか？

（ Do ）（ I ）（ take ）（ off ）my shoes?

⑧あなたのスリッパを取り出してください。

（ take ）（ out ）your slippers.

⑨それらをはいてください。

（ Put ）them（ on ）.

⑩教室に行きましょう。

（ Let's ）（ go ）to the classroom.

⑪あなたはいつ演劇部があるんですか？

（ When ）（ do ）you（ have ）drama club?

⑫掃除の時間の後です。

（ After ）clean-up time.

⑬私たちは床を掃いて、黒板をふきます。

We （ sweep ）the floor and （ wipe ）the blackboard.

⑭私は感心しました。

（ I'm ）（ impressed ）.

⑮ここはとてもきちんとしていますね。

It's （ so ）（ tidy ）here.



【Step4：並べ替え問題】

①向こうにあるあれは水泳のプールです。

【the swimming pool , that's , there , over】.
→That's the swimming pool over there.

②あなたはお昼ご飯をどこで食べるんですか？

【you , lunch , where , have , do 】?
→Where do you have lunch?

③生徒たちはお昼ご飯を配って一緒に食べます。

【serve , and , together , the students , eat , lunch 】.
→The students serve lunch and eat together.

④足元に気を付けて。

【your , watch , step】.
→Watch your step.

⑤私は靴をぬぐんですか。

【take , shoes , do , off , my , I 】?
→Do I take off my shoes?

⑥あなたのスリッパを取り出してください。

【out , slippers , take , your】.
→Take out your slippers.

⑦あなたはいつ演劇部があるんですか。

【you , drama club , when , have , do】?
→When do you have drama club?

⑧私たちは床をはいて、黒板をふきます。

【sweep , the blackboard , and , we , the floor , wipe 】.
→We sweep the floor and wipe the blackboard.



【Step5：日本語訳問題】

① That's the swimminng pool over there.
→向こうにあるあれが水泳プールです。

② Where's the cafeteria?
→カフェはどこですか？

③ Where do you have lunch?
→あなたは昼食をどこで食べるんですか？

④ The students serve lunch and eat together.
→生徒たちは昼食を配り、一緒に食べます。

⑤ Watch your step.
→足元に気を付けて。

⑥ Take out your slippers.
→あなたのスリッパを取り出してください。

⑦ Put them on.
→それらをはいてください。

⑧ Follow me.
→私についてきてください。

⑨ Let's go to the classroom.
→教室に行きましょう。

⑩ When do you have drama club?
→あなたはいつ演劇部がありますか？

⑪ We clean our classroom and halloway every day.
→私たちは毎日教室と廊下を掃除します。

⑫ We sweep the floor and wipe the blackboard.
→私たちは床をはいて、黒板をふきます。

⑬ I'm impressed.
→私は感心しました。

⑭ It's so tidy here.
→ここはとてもきちんとしていますね。



【Step6：英作文問題】

①向こうにあるあれが水泳プールです。

→That's the swimming pool over there.

②カフェはどこですか？

→Where's the cafeteria.

③あなたたちはどこで昼食を食べるんですか？

→Where do you have lunch?

④生徒たちが昼食を配って、一緒に食べます。

→The students serve lunch and eat together.

⑤ここが入口です。

→Here's the entrance.

⑥足元に気を付けて。

→Watch your step.

⑦私は自分の靴を脱ぎますか？

→Do I take off my shoes?

⑧あなたのスリッパを取り出してください。

→Take off your slippers.

⑨それらをはいてください。

→Put them on.

⑩教室に行きましょう。

→Let's go to the classroom.

⑪あなたはいつ演劇部がありますか？

→When do you have drama club?

⑫私たちは毎日私たちの教室や廊下を掃除します。

→We clean our classroom and halloway every day. 

⑬私たちは床をはいて、黒板をふきます。

→We sweep the floor and wipe the blackboard.

⑭私は感心しました。

→I'm impressed.

⑮ここはとてもきちんとしていますね。

→It's so tidy here.


