
   

  

中学英語必修ワーク（上）第 1 刷  正誤表（2021.8.11 更新）ご迷惑をおかけしますが、以下の訂正をお願いいたします。 

●本文／解答本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
●解答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ページ 誤 正 
p10 表中 the book ルビ→ズィブック the book ルビ→ザブック 

p30 point のすぐ上 あれは何ですか？ 彼は誰ですか？ 
p30 下の使い分け ② ③ ③ ④ 

p36 after class：放課後 after class：授業後 
p51 17 語群 語群の単語の欠落 do を追加 

p65,p68,p70 19 和訳の抜け はい，そうしましょう。 
p87,p89,p91 18 
解答 p19 18 

私は 彼は 

p107 15 two thirty at two thirty 
p109,p111 15 語群の単語の欠落 at 
p114 28 (4) 語群の単語の欠落 do 
p114 28 (5) 語群の単語の欠落 open 

p128 下から 4 行目 書き加減 焼き加減 
p136 make の品詞 名 動 

p140, p142 8 疑問文に対する答え(和文)の脱落 「はい，構いません」を追加 
p164 37 (2)ア 私はは 私は 
p165 38 (8) それら これら 

p169,p170,p172 10 
解答 p35 10 

その ＜削除＞ 

p213 問題番号 
（問題番号のずれ） 

(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19) 
(20)(21)(22)(23)(24)(25) 

(14)(15)(16)(17)(18)(19) (20) 
 (21)(22)(23)(24)(25)(26) 

p255 54 (2) 彼 彼女 

ページ 誤 正 
p2 11 egg / eggs / 卵 ＜不要＞ 

p3 24 (7) have to has to 
p3 30 (7) Din’t Don’t 
p4 38 (14) brothere brother 
p4 44(4)② math, for, me math, to, me 
p4 48 (3) soccer tennis 
p5 49 (1) psesent present 
p5 49 (4) Johon’cap John’s cap 

p5 51  

(10) ケンは今のところは静かにしています。 
 
(17) 彼女は私達に英語を教えていました。 
(18) 彼にお土産を買っていってはどうですか？ 
(19) 私にお茶を一杯持ってきてくれませんか？ 
(20) 私の祖父がこの自転車を私に買ってくれました。 
(21) その手紙を私達に読んでください。 
(22) 嘘をつかないで。 
(23) 電話で誰と話していたのですか？ 
(24) あなたは何泊する予定ですか？ 

私は 1 泊する予定です。 
(25) あなたは午前中どこにいたのですか？私は図書

館にいました。 

(10) ケンは今日のところは静かにしています。 
(17) あなたのチケットを私に見せてください。 
(18) 彼女は私達に英語を教えていました。 
(19) 彼にお土産を買っていってはどうですか？ 
(20) 私にお茶を一杯持ってきてくれませんか？ 
(21) 私の祖父がこの自転車を私に買ってくれました。 
(22) その手紙を私達に読んでください。 
(23) 私に嘘をつかないで。 
(24) 電話で誰と話していたのですか？ 
(25) あなたは何泊する予定ですか？ 

私は 1 泊する予定です。 
(26) あなたは午前中どこにいたのですか？ 

私は図書館にいました。 
p5 57 (3) 私は彼女がイギリス人だと聞いています。 私は彼女がイギリス出身だと聞いています。 

p12 24 これはどういう意味ですか？ ＜削除＞ 
p42 29 Did something happen to you?   ＜削除＞ 
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※別紙解答 p22 では次版以降以下の表を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 one first 1 月 January 月曜日 Monday 
2 two second 2 月 February 火曜日 Tuesday 
3 three third 3 月 March 水曜日 Wednesday 
4 four fourth 4 月 April 木曜日 Thursday 
5 five fifth 5 月 May 金曜日 Friday 
6 six sixth 6 月 June 土曜日 Saturday 
7 seven seventh 7 月 July 日曜日 Sunday 
8 eight eighth 8 月 August 春 spring 
9 nine ninth 9 月 September 夏 summer 
10 ten tenth 10 月 October 秋 fall 
11 eleven eleventh 11 月 November 冬 winter 
12 twelve twelfth 12 月 December   

 誤植を発見された場合は、微風出版ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご協力よろしくお願いいたします。 


