
英語表現Ⅰ の教科書 Vision Quest English ExpressionⅠCore 
Useful Words & Phrases (教科書 p.43)             年    組    番 

確認テスト(1)         氏名                                            /100 
● 次の日本語を英語に直しなさい。     (2 点×50＝100 点)  

  ①まずは自分で書く。 ②教科書 p.43 から探す ③答え合わせをして提出する。  

(1)  ２時に                             (26) 休日                               

(2)  今朝                               (27) 記念日                               

(3)  午前中に                           (28) 元日                                 

(4)  正午に                             (29) クリスマス                          

(5)  夜に                               (30) 晴れた                               

(6)  今週末に                           (31) 曇った                               

(7)  おととい                           (32) 雨降りの                             

(8)  あさって                           (33) 風の強い                               

(9)  先日                               (34) 暑い                                 

(10)  先月                            (35) 暖かい                               

(11)  来年                              (36) 涼しい                               

(12)  週１回                            (37) 肌寒い                               

(13)  月２回                            (38) 寒い                                 

(14)  １日３回                          (39) 名字・姓                             

(15)  ２時間前に                        (40) 名                                   

(16)  火曜日                            (41) 娘                                  

(17)  水曜日                            (42) 兄                                   

(18)  木曜日                            (43) 弟                                   

(19)  １月                              (44) 姉                                   

(20)  ２月                              (45) 妹                                   

(21)  ３月                              (46) おじ                                 

(22)  ５月                              (47) おば                                 

(23)  ６月                              (48) いとこ                               

(24)  ７月                              (49) おい                                 

(25)  11 月                              (50) めい                                 



英語表現Ⅰ の教科書 Vision Quest English ExpressionⅠCore 
確認テスト(2)         氏名                                            /100 
 ● 次の日本語を英語に直しなさい。     (2 点×50＝100 点)  

 ①まずは自分で書く。 ②教科書 p.4４から探す ③答え合わせをして提出する。 

(1)  早起きする                           (26) はさみ                             

(2)  歯を磨く                             (27) のり                                 

(3)  朝食をとる                           (28) ホッチキス                           

(4)  昼寝する                             (29) 趣味                                

(5)  家へ帰る                             (30) 娯楽                                 

(6)  照明をつける                         (31) 興味                                 

(7)  風呂に入る                           (32) トランプをする                        

(8)  夜更かしする                         (33) テレビを見る                          

(9)  就寝する                             (34) 漫画を描く                            

(10) 家事を手伝う                           (35) テレビゲームをする                        

(11) 皿を洗う                            (36) 散歩する                            

(12) 洗濯をする                         (37) キャンプに行く                        

(13) ごみを出す                           (38) ハイキングに行く                      

(14) 猫の世話をする                       (39) 釣りに行く                            

(15) 修理する                             (40) 海水浴に行く                           

(16) アパート                             (41) ボランティア活動をする                 

(17) マンション                             (42) ギター                                

(18) トイレ                               (43) フルート                              

(19) 冷蔵庫                               (44) 楽器                                  

(20) 本棚                                 (45) 練習する                               

(21) くずかご                             (46) ＳＦ映画                               

(22) 電子辞書                             (47) 恋愛映画                             

(23) シャーペン                             (48) (ペンで)描く                           

(24) ボールペン                            (49) (絵具で)描く                           

(25) 消しゴム                             (50) 絵画                                  

 



英語表現Ⅰ の教科書 Vision Quest English ExpressionⅠCore 
確認テスト(3)         氏名                                            /100 
 ● 次の日本語を英語に直しなさい。     (2 点×50＝100 点)  

 ①まずは自分で書く。 ②教科書 p.4５から探す ③答え合わせをして提出する。 

(1)  本を借り出す                        (26) 衣料品店                            

(2)  本を返却する                        (27) 薬局                                  

(3)  書名                                (28) 市役所                                

(4)  著者                                (29) 消防署                               

(5)  伝記                                (30) 寺                                    

(6)  百科事典                            (31) 神社                                  

(7)  服を着る                            (32) 映画館                                

(8)  着ている                            (33) 博物館                                

(9)  身に着ける                          (34) 入場料                                

(10) 脱ぐ                                (35) ～を出発する                          

(11) ゆるい                              (36) ～に到着する                          

(12) 衣服                                (37) ～へ旅行に行く                      

(13) マフラー                            (38) 温泉に行く                            

(14) 財布                                (39) 予約をする                          

(15) 買い物をする                        (40) 観光に行く                              

(16) 買い物に行く                        (41) 観光名所                             

(17) お金を節約する                      (42) 観光案内所                             

(18) 値段が高い                          (43) 両替する                             

(19) 値段が手ごろ                        (44) 標識                                 

(20) 値段が安い                          (45) 信号                                 

(21) 値引き                              (46) 乗客                                 

(22) 税込みで                            (47) 運賃                                 

(23) ～の代金を払う                      (48) 遅れて到着する                       

(24) レシート                            (49) 駐車する                             

(25) ビニール袋                          (50) 交通渋滞                             

 



英語表現Ⅰ の教科書 Vision Quest English ExpressionⅠCore 
確認テスト(4)         氏名                                            /100 
 ● 次の日本語を英語に直しなさい。     (2 点×50＝100 点)  

 ①まずは自分で書く。 ②教科書 p.46 から探す ③答え合わせをして提出する。 

(1)  搭乗口                             (26) パーティーを開く                    

(2)  手荷物を預ける                     (27) ～と連絡を取る                         

(3)  サッカー                           (28) 会う約束                              

(4)  バスケットボール                   (29) ～と友達になる                        

(5)  バレーボール                       (30) ～とデートする                         

(6)  スキー                             (31) 親友                                  

(7)  プール                             (32) 謝る                                  

(8)  スポーツ選手                        (33) 励ます                                

(9)  ゆで卵                             (34) 言い争う                              

(10) フライドポテト                     (35) 議論する                              

(11) お弁当                             (36) 同意する                              

(12) 外食する                           (37) 同意しない                              

(13) 注文する                           (38) 電話をする                            

(14) 料理を作る                         (39) 電話に出る                            

(15) 混ぜる                             (40) 携帯電話                              

(16) 熱する                             (41) メッセージを残す                      

(17) 焼く                               (42) (パソコンで)メールを送る               

(18) 電子レンジ                         (43) (携帯電話で)メールを送る               

(19) しょうが                           (44) (携帯電話に)メールが届く                 

(20) さけ                               (45) 返信する                              

(21) 握手する                           (46) インターネットを使う                      

(22) お辞儀する                         (47) 検索する                               

(23) 紹介する                           (48) 仕事を探す                           

(24) 手紙を受け取る                     (49) 仕事に応募する                            

(25) 招待状                             (50) 就職する                            

 


