
中 2 英語　Here We Go　Unit2 ＜テスト対策問題＞解答

Step1 単語問題

①具合が悪い wrong ⑩科学者 scientist

②～をパスする pass ⑪～を確信している sure

③問題・課題 problem ⑫誇りにしている proud

④簡単な easy ⑬～を絵の具で描く paint

⑤重要な・大切な important ⑭難しい difficult

⑥最もいいもの best ⑮～に勝つ win

⑦最近・ついこの間 recently ⑯種類 kind

⑧さらに多くの more ⑰～したいと思う wish

⑨～を止める stop
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Step2 熟語問題

①どうしたの？

→What's wrong?

②～するのが得意ではない

→be good at ~ing

③問題ない

→No problem

④心配しないで

→Don't worry.

⑤最善を尽くす

→do one's best

⑥～したがっている

→want to ~

⑦～しようとする

→try to ~

⑧おめでとう

→Congratulations

⑨よくやったね

→You did it!

⑩きっと～だと思う

→ be sure that ~

⑪～のおかげで

→thanks to~

⑫～を誇りにしている

→be proud of ~

⑬どのような種類の～

→What kind of ~
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Step3 空欄補充問題

①私はバスケットボールをするのは好きではない。
I don't  ( like) ( playing ) basketball.

②私はボールをパスをするのが得意ではない。
I  ( am )( not )( good )( at )( passing ) the ball.

③ボールをパスするのは簡単ではありません。
( Passing )( the )( ball ) isn't easy.

④あなたはちょっと練習が必要なだけです。
You ( need) ( to ) some practice.

⑤大切なことは全力を尽くすことです。
The important thing is (doing)( your )( best ).

⑥彼らはコウタを止めようとしている。
They're ( trying )( to )( stop ) Kota.

⑦私はきっとあなたは今バスケットボールをするのが好きになったに違いない。
( I'm )( sure )( that ) you like playing basketball now.

⑧私たちはみんなのことをとても誇りに思います。
We're ( so )( proud )( of ) you all.
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Step4 並べ替え問題

①私はバスケットボールをするのが好きではありません。

【like, basketball, I playing, don't】.
→I don't like playing basketball.
②私はボールをパスすることが得意ではありません。

【the ball, I'm, at, passing, good, not 】.
→I'm not good at passing the ball.
③あなたはちょっと練習が必要なだけです。

【need, some practice, just, you 】.
→You just need some practice.
④大切なことは全力を尽くすことです。

【doing, the, best, important, your, your, thing】.
→The important thing is doing your best
⑤大切なのはハジンにボールをパスすることです。

【Hajin, passi, to, the, is, thing ,to, important】.
→The important thing is passing to Hajin.
⑥彼らはコウタを止めようとしている。

【Kota, they're, stop, to, trying】.
→They're trying to stop Kota.
⑦私は、あなたたちはよくやったと思います。

【think, you, I, did, job, guys, great, a】

→I think you did a great job.
⑧私はきっとあなたは今バスケットボールをするのが好きになったに違いない。

【you, now, playing, I'm, like, sure, basketball】.
→I'm sure you like playing basketball now.
⑨私たちはみんなのことをとても誇りに思います。

【proud, you, we're, all, so, of】.
→We're so proud of you all.

 

 

 

-4-



Step5 英作文問題

①どうしたの？

→What's wrong?

②私はバスケットボールをするのが好きではありません。

→I don't like playing basketball.

③私はボールをパスするのが得意ではないです。

→I'm not good at passing the ball.

④ボールをパスすることは簡単ではない。

→Passing the ball isn't easy.

⑤大切なことは全力を尽くすことです。

→The important thing is doing your best.

⑥ハジンがシュートをしたがっている。

→Hajin wants to shoot.

⑦大切なことはボールをハジンにパスすることです。

→The important thing is passing to Hajin.

⑧彼らはコウタを止めようとしている。

→They are trying to stop to Kota.

⑨うまくいった。

→It worked.

⑩私はあなたたちはよくやったと思います。

→I think you did a great job.

⑪私はきっとあなたは今バスケットボールをするのが好きになったと思います。

→I'm sure you like playing basketball now.

⑫私たちはあなたたちみんなのことを誇りに思います。

→We are so proud of you all.
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Step6 長文問題

Unit2-1

Hajin 
Kota 
 
Hajin 
 
Kota 
Hajin 
Kota 
Hajin 
  
Kota

（どうかしたの）?
I don't like ①(play) basketball.

②I'm not good at (pass) the ball.
（問題ないよ）.

③For beginners, (pass) the ball isn't easy.
Yeah.
（心配しないで）. You just need some practice.
Right.

④The important thing is (do) your best.
Let's practice.
OK. Please show me.

問題 1）

①、②、③、④の動詞を適する形に直しなさい。

①（playing）②（passing）③（passing）④（doing）

問題 2）

次の日本語を英語に直しなさい。

どうかしたの？→（What's wrong?）

問題ないよ　　→（No problem.）
心配しないで　→（Don't worry.）

問題 3）

次の英語の質問に対して英語で答えなさい。

ア）Does Kota like playig basketball?
→ No, he doesn't.
イ）Why does Kota  don't like playing basketball?
→ Because he isn't good at passing the ball.
ウ）What is the important thing about playing basketball.
→ It is doing our best.
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Unit2-2

Tina　
Eri
Tina
Eri　
Tina
Eri

We need　（より多くのポイント）.
Hajin ①  (want) to shoot.
Yes. The important thing is to pass the ball to Hajin.
It's not easy. They're ②  (try) to stop Kota.
Look! （うまくいった）. Nice pass, Kota!
Go, Hajin!

問題 1）

①、②の動詞を適する形に直しなさい。

①（wants）②（trying）

問題 2）

次の日本語を英語に直しなさい。

より多くのポイント→（more points）
うまくいった→（It worked.）

Unit2-3
Eri
Tina
Eri
Mr.Hoshino
Kota
Hajin
Tina

Congratulations!
（よくやった）!
I think you guys did a great job.
（きっと～だと思う） ①you like  (play) basketball now.
Yeah, （～のおかげで） our coach, Hajin!
Thanks. But we all did it together.
We　（～をとても誇りに思う） you all!

問題 1）

①の動詞を適する形に直しなさい。

①（playing）

問題 2）

よくやった→（You did a great job.）
きっと～だと思う→（be sure that～）

～のおかげで→（thanks to）

とても誇りに思う→（are so proud of　）
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