
中 2 英語　Here We Go　Unit1 ＜テスト対策問題＞解答

＜Step1　単語問題＞

次の日本語を英語に、英語を日本語に直しなさい。

①～を読む read ⑬～するとき when

②読むの過去形 read ⑭来る come

③～に乗る ride ⑮来るの過去形 came

④眺め、景色 view ⑯わくわくさせる excited

⑤どこかへ anywhere ⑰暇な free

⑥～に指導する coach ⑱怒った angry

⑦名誉なこと honor ⑲緊張して nervous

⑧その時 then ⑳曇った cloudy

⑨～の前に ago ㉑～を注文する order

⑩晴れた sunny ㉒練習 practice

⑪～から from ㉓驚いた surprised

⑫すごい、とてもいい awesome
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＜Step2　熟語問題＞

①すごくない？

→Isn't it great?
②久しぶり

→Long time no see.
③会えてうれしいな

→Good to see you.
④～に興味がある

→be interested in ~
⑤そこにいたんだ。

→There you are
⑥～を探す

→look for~
⑦ところで

→by the way
⑧その通りだ

→That's right.
⑨なんて光栄なんだ。

→What an honor.
⑩放課後

→after school
⑪やってくる

→come by
⑫朝に

→in the morning
⑬私自身で

→by myself
⑭午後に

→in the afternoon
⑮～に話しかける

→talk to~
⑯夕方に

→in the evening
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＜Step3　空欄補充問題＞

①今年は私たちはみんな同じクラスですね。
We're all ( in)( the )( same ) class this year.

②韓国旅行はどうだった？
( How )( was )( your )(  trip ) to Korea?

③素晴らしかったです。
It ( was ) great.

④私はプサンに行きました。
I ( went )(  to  ) Busan.

⑤私は祖父母を訪ねました。
I ( visited ) my grandparents.

⑥他には？
( what )( else )?

⑦私はソウルで友達に会いました。
I ( saw ) my friends in Seoul.

⑧彼らはみんな日本に興味がありました。
They ( were ) all  ( interested )(  in  ) Japan.

⑨私はあなたを探していました。
I (  was  )(   looking  )( for ) you.

⑩あなたはここで何をしていたんですか？
What ( were ) you ( doing ) here?

⑪私は日本語を勉強していました。
I (  was  )(  studying  ) Japanese.

⑫漢字は本当に難しい。
Kanji are (  really )(  hard  )

⑬クラスの他の生徒のコーチをしてくれませんか？
(  Can  )( you ) coach ( the )( other ) students in the class?

⑭今日はいい日でした。
( It )( was )(  a  )( good )( day ) today.

⑮私は放課後図書館に行きました。
(  After  )(  School  ), I ( went )( to ) the library.

⑯私はそこで勉強していた時、絵里がやってきました。
( When ) I (  was )( studying ) there, Eri ( came )(  by  ).
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⑰彼女は私に助けを求めてきた。
She (  asked ) me ( for )  help.

⑱私はそれにわくわくしています。
( I'm  )( excited ) about it.

⑲私にはいくらか練習が必要です。
I ( need  ) some practice.

⑳私が飲み物を注文していた時、こうたとハジンが来て、私に話しかけてきました。
( When ) I (  was  )( ordering ) drinks, Kota and Hajin ( came ) and ( talked ) to me.

㉑私たちは祖父母とビデオチャットをしました。
We (  had ) a video chat with grandparents.

㉒私たちはそれをとても楽しんだ。
We ( really )( enjoyed ) it.

㉓私たちがパンフレットを探していた時、ティナとニックを見かけました。

（ When ）we （ were ）（ looking ）（ for ）the pamphlet, we （saw）Tina and Nick.

㉔私は彼らに会った時、びっくりしました。

I （was）（surprised）（when）I （saw） them.

㉕私たちはバスケットボールについて話しました。

We （talked）（about） the basketball tournament.
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＜Step4　整序問題＞

①今年は私たちはみんな同じクラスですね。

【 the same, all , this, we, class, in ,are , year】.
→ We are all in the same class this year.

②韓国旅行はどうだった？

【your trip , how,  Korea, to, was】?
→How was your trip to Korea?

③私はプサンに行きました。

【went , I , Busan, to】.
→I went to Busan.

④私は祖父母を訪ねました。

【visited, my , I , grandparents】.
→I visited my grandparents.

⑤私はソウルで友達に会いました。

【in, my, Seoul, saw, friends, I】.
→I saw my friends in Seoul.

⑥彼らはみんな日本に興味がありました。

【interested , all , Japan , were, in , they】.
→They were all interested in Japan.

⑦私はあなたを探していました。

【was , you , I , for , looking 】.
→I was looking for you.
 

⑧あなたはここで何をしていたんですか？

【were , here , doing , what , you】.
→What were you doing here?
 

⑨私は日本語を勉強していました。

【was , Japanese , I , studying】.
→I was studying Japanese.
 

⑩漢字は本当に難しい。

【hard , are, kanji , really】

→Kanji are really hard.
 

⑪クラスの他の生徒のコーチをしてくれませんか？

【the other , in , coach , can, students, you , the class】?
→Can you coach the other students in the class
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⑫今日はいい日でした。

【day , was , a , it , good, today】.
→It was a good day today.

⑬私はそこで勉強していた時、絵里がやってきました。

【I ,there , Eri, came , when , by , studying , was < , >】.
→When I was studying there, Eri came by.

⑭彼女は私に助けを求めてきた。

【help , asked , me , for , she】.
→She asked me for help.

⑮私にはいくらか練習が必要です。

【need ,  practice, some , I 】.
→I need some practice.

⑯私が飲み物を注文していた時、こうたとハジンが来て、私に話しかけてきました。

【I , drinks , Kota and Nick , was , when , came and talked , ordering , to , me < , > 】
→When I was ordering drinks, Kota and Hajin came and talked to me.

㉓私たちがパンフレットを探していた時、ティナとニックを見かけました。

【Tina and Nick , were , for , looking , when , saw , the pamphlet , we , < , > , we 】
→When we were looking for the pamphlet, we saw Tina and Nick.

㉔私は彼らに会った時、びっくりしました。

【them , when , saw , I , surprised , was , I 】
→I was surprised when I saw them.
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＜Step5　英作文問題＞

①今年は私たちはみんな同じクラスですね。

→We are all in the same class this year.

②韓国旅行はどうだった？

→How was your trip to Korea?

③それは素晴らしかったです。

→It was great.

④私はプサンに行きました。

→I went to Busan.

⑤私は祖父母を訪ねました。

→I visited grandparents

⑥他には？

→What else?

⑦私はソウルで友達に会いました。

→I saw my friends in Seoul

⑧彼らはみんな日本に興味がありました。

→They were all interested in Japan.

⑨私はあなたを探していました。

→I was looking for you.

⑩あなたはここで何をしていたんですか？

→What were you doing here?

⑪私は日本語を勉強していました。

→I was studying Japanese.
 

⑫漢字は本当に難しい。

→Kanji are really hard.
 

⑬クラスの他の生徒のコーチをしてくれませんか？

→Can you coach the other students in the class.
 

⑭今日はいい日でした。

→It was a good day today.
 

⑮私は放課後図書館に行きました。

→I went to the library after school.
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⑯私はそこで勉強していた時、絵里がやってきました。

→When I was studying there, Eri came by.

⑰彼女は私に助けを求めてきた。

→She asked me for help.

⑱私はそれにわくわくしています。

→I was excited about it.

⑲私にはいくらか練習が必要です。

→I need some practice.

⑳私が飲み物を注文していた時、こうたとハジンが私に話しかけてきました。

→When I was odering drinks, Kota and Hajin came and talked to me.

㉑私たちは祖父母とビデオチャットをしました。

→I had a video chat with grandparents.

㉒私たちはそれをとても楽しんだ。

→We really enjoyed it. 

㉓私たちがパンフレットを探していた時、ティナとニックを見かけました。

→When we were looking for the pamphlet, we saw Tina and Nick.

㉔私は彼らに会った時、びっくりしました。

→I was surprised when I saw them.

㉕私たちはバスケットボールについて話しました。

→We talked about basketball.
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＜Step6　長文問題＞

Unit 1-1

Tina
Eri
Kota
Hajin
Eri
Tina
Hajin

Eri
Hajin

We're all in the same class this year.
Yeah. Isn't it great?
Look! Hajin's here.
Hi!   (  久しぶり  ).
Good to see you.
(        ) was your trip to Korea?
It ②（  be  ） great. I went to Busan.
I visited my grandparents
（他には  ?  ）
②I （  see  ） my friends in Seoul.

③They （  be  ） all interested in Japan.  

問題１）

①、②、③の中の動詞を適する形に直しなさい。

 ①（was）　②（saw）　③（were）

問題２）

次の日本語を英語に直しなさい。

1）久しぶり→Long time no see.
2）他には？→What else?

問題３）

次の英語の質問について英語で答えなさい。

ア）Where did Hajin go?
→He went to Busan
イ）What did Eri do in Seoul?
→She saw her friends (in Seoul). 
ウ）Were Eri's friends all interested in Japan?
→Yes, they were.
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Unit1-2
Eri 
　
Hajin 
Eri 
Hajin
Eri 
Hajin 
Eri 
Hajin

There you are! I was ①(look) for you.
What were you ②(do) here?
Oh, I was ③(study) Japanese. Kanji are really hard.
I know. (ところで), the school basketball tournament is next month, right?
(その通りです。).
Can you coach the other students in the calss?
Me?
Yes,you!
Sure. (なんて光栄なんだ)

問題 1）

①、②、③の動詞を適する形に直しなさい。

①（looking）　②（doing）　③（studying）

問題 2）

本文の日本語を英語に直しなさい。

ところで→ （By the way）

その通りです→（That's right）
なんて光栄なんだ→（What an honor!）
問題 3）

次の英語の質問に対して英語で答えなさい。

ア）What was Hajin doing in the library?
→He was studying Japanese. 
イ）Was the school basketball tournament last month?
→No, it wasn't.
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Unit1-3
April6    Thursday   sunny
①It (be) a good day today.

Kota, Tina, Eri, and I are all in the same class.
Everyone liked my gifts from Korea. Awesome!
After school, I went to the library.

②When I was studying there, Eri (come) by.
She asked me for help.
It was about the basketball tournament.
I'm excited about it.

問題 1)
①、②の動詞を適する形に直しなさい。

①（was）　②（came）

問題 2)
次の日本語を英語に直しなさい。

彼女は私に助けを求めた→(She asked me for help. )
問題 3)
次の英語の質問に対して英語で答えなさい。

ア）Was it rainy in April 6?
→No, it wasn't.
イ）What did Eri ask Hajin for help about? 
→About the basketball tournament. 
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Unit1-Goal

Tina
           April 16 Sunday cloudy
 ①In the morning, I (make) breakfast by myself. It was not good. I need some practice.
 In the afternoon, I went to a movie with Nick. 
When I was ②(order) drinks, Kota and Hajin came and ③(talk) to me. I was really surprised!
 ④In the evening, we (have) a video chat with grandma and grandpa.
We really enjoyed it.

Kota
          April 16 Sunday cloudy
 I went to a movie with Hajin this afternoon.
We watched Here We Go! It was really exciting.
When we were looking for the pamphlet, we saw Tina and Nick.

⑤I was surprised when I (see) them.
We talked about the basketball tournament.

⑥Hajin and Tina were excited, but I was (         )(           ) nervous.

問題 1）

①、②、③、④、⑤の動詞を適する形に直しなさい。

①（made）②（ordering）③（talked）④（had）⑤（saw）

問題 2）

⑥には「すこし」という言葉が入る。

2 語の英語で答えなさい。

（a）（little）

問題 3）

次の英文の質問に英語で答えなさい。

ア）Did Tina cook breakfast well? 
→No, she didn't.
イ）When did Tina watch the movie with Nick?
→In the afternoon.
ウ）How did Tina feel when she saw Kota and Hajin?
→She felt really surprised.
エ）What were Kota and Hajin doing,when they saw Tina and Nick?
→They were looking for the phamplet.
オ）How did Kota feel about the basketball tournament?
→He felt a little nervous.
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