
中 3 英語　Here We Go　Unit2 ＜テスト対策問題＞解答

＜step1 単語問題＞

①神社 shrine ⑭最近 lately

②怖い afraid ⑮戻る returrn

③完璧な perfect ⑯ということは so

④忙しい busy ⑰取引 deal

⑤ちょうど just ⑱～をなくす lose

⑥～置き忘れる leave ⑲ be の過去分詞 been

⑦急ぐ hurry ⑳以前に before

⑧～に食事を与える feed ㉑人、人間 person

⑨もう、すでに（否・疑問） yet ㉒いくつかの several

⑩ do の過去分詞 done ㉓～にすすめる recommend

⑪ see の過去分詞 seen ㉔裕福な rich

⑫一度も~したことがない never ㉕天国 paradise

⑬変わる change ㉖もう、すでに（肯定） already
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＜Step2 熟語問題＞

①～に着く

→ariive in

②向こうに

→over there

③～をこわがる

→be afraid of~

④完璧に

→in perfect

⑤～を降りる

→get off~

⑥ちょっと待って

→wait a minute

⑦心配しないで

→Don't worry.

⑧急いで

→Hurry up.

⑨はい、どうぞ。

→Here you are.

⑩～に追いつく

→catch up with~

⑪そのような～

→such~

⑫何回～

→How many times~
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＜Step3 空欄補充問題＞

①私たちはついに宮島につきましたね。

We (have) finally （arrived）（in）Miyajima.

②向こうに何頭かシカがいます。　

There are some deer （over）（there）.

③彼らは人間のことをまったく怖がりません。

They're （not）（afraid）（of）people （at）（all）.

④それらは完全に調和している。

They're （in）（perfect）harmony.

⑤彼らは路面電車を降りました。

They （got ）（off）the tram.

⑥私は自分の家族とそれらを共有したいです。

I want to （share）them （with）my family.

⑦どうしたの？

（What's ）（wrong）?

⑧心配しないで

（Don't）（worry）.

⑨路面電車はまだ出発していない。

The tram （hasn't）（left）（yet）.

⑩急いで。

（Hurry）（up）.

⑪路面電車が出発しちゃう。

The tram （is）（leaving）.

⑫コウタに何があったの？

（What's）（up）（with）Kota.
 

⑬あのような彼を見たことがありますか？

（Have）（you）（ever）（seen）him like him.
 

⑭じゃああなたは路面電車に追いついたんだね。

So you （caught）（up）（with）the tram?
 

⑮たいしたことないよ。

It's （no）（big）（deal）.
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⑯そんなきれいな夕日を今までに一度も見たことがない。

I （have）（never）（seen）（such）a beautiful sunset.
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＜Step4 並べ替え問題＞

①私たちはついに宮島につきましたね。

【finall, in, have, we, arrived, Miyajima】.
→We have finally arrived in Miyajima.

②向こうに何頭かシカがいます。　

【some, over, there, deer, there, are 】.
→There are some deer over there.

③彼らは人間のことをまったく怖がりません。

【at, not, they, afraid, people, all, are, of】,
→They are not afraid of people at all.

④それらは完全に調和している。

【in, they, harmony, perfect, are】

→They are in perfect harmony.

⑤彼らは路面電車を降りました。

【tram, got, they, the, off】.
→They got off tram.

⑥私は自分の家族とそれらを共有したいです。

【want, them, share, I, to, my, with, family】.
→I want to share them with my family.

⑦私は路面電車にカメラをおいてきたと思います。

【I, the, my, camera, left, think, I, on, tram】.
→I think I left my camera on the tram.

⑧路面電車はまだ出発していない。

【hasn't, yet, left, the, left, tram】.
→The tram hasn't left yet.

⑨路面電車が出発しちゃう。

【the, is, leaving, tram】.
→The tram is leaving.

⑩コウタに何があったの？

【with, Kota, up, what's】?
→What's up with Kota?
 

⑪あのような彼を見たことがありますか？

【like, ever, him, have, seen, you, that】?
→Have you ever seen him like that?
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⑫じゃあ、あなたは路面電車に追いついたんだね？

【caught, with, you, the, tram, you, so】?
→So you caught up with the tram?

⑬たいしたことないよ。

【no, deal, It's, big】.
→It's no big deal.

⑭そんなきれいな夕日を今までに一度も見たことがない。

【such, never, a, I, seen, sunset, have, beautiful】.
→I have never seen such a beautiful sunset.
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＜Step5 英作文問題＞

①私たちはついに宮島につきましたね。

→We have finally arrived in Miyajima.

②向こうに何頭かシカがいます。　

→There are some deer over there.

③彼らは人間のことをまったく怖がりません。

→They are not afraid of people at all.

④すごいなあ。

→That's amazing.

⑤それらは完全に調和している。

→They are in perfect harmony.

⑥彼らは路面電車を降りました。

→They got off tram.

⑦私は自分の家族とそれらを共有したいです。

→I want to share them with my family.

⑧どうしたの？
What's wrong?

⑨私は路面電車にカメラをおいてきたと思います。

→I think I left my camera on the tram.

⑩心配しないで。

→Don't worry.

⑪私がそれを取ってきます。

→I will get it.

⑫路面電車はまだ出発していない。

→The tram hasn't left yet.

⑬急いで。

→Hurry up.

⑭路面電車が出発しちゃう。

→The tram is leaving.
 

⑮コウタに何があったの？

→What's up with  Kota?
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⑯あのような彼を見たことがありますか？

→Have you ever seen him like that?

⑰じゃあ、あなたは路面電車に追いついたんだね。

→So you caught up with the tram?

⑱たいしたことないよ。

→It's no big deal.

⑲そんなきれいな夕日を今までに一度も見たことがない。

→I have never seen such a beautiful sunset.
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＜Step6 長文問題＞

Unit2-1

Kota
Hajin　

Eri　
Tina　
Kota
　
Tina

Eri

We're here!
①      We   （　　　　　）     finally   （　　　　　）（　　　　　）     Miyajima.
Look, there are some deer （向こうに）.
They're （　　　　　）（　　　　　　）（　　　　　）people（　　　　）（　　　　　）.
That's amazing.
How did they build a wooden gate in the sea?
The gate, the sea, the sky, and the mountains!
They're （完全に） harmony.
Come on, guys. Let's take a photo together!

問題 1）

①「私たちはようやく宮島に到着した」という文を完成させなさい。

We　（have） finally （arrived）（in）Miyajima.
②「それらはまったく人々を恐れません」という文を完成させなさい。

They're （not）（afraid）（of）people（at）（all）.

問題 2）

次の日本語を英語に直しなさい。

向こうに→（over）（there）

完全に→（in）（perfect）
 
Unit2-2
Eri
Tina
　

Hajin　

Tina　

Kota　

Hajin　

Eri　

Tina, have you checked your photos yet?
No, I haven't. I'll do it at the hotel.
I want to （それらを私の家族と共有する）. Wait a minute!
（どうしたの）?
I think I① （  leave  ）   my camera on the tram.
Really? （心配しないで）. I'll get it.
Look! The tram （まだ出発していない）.
Go, Kota!　（急いで）. The tram is② (leave). 

 

問題 1）

①、②の動詞を適する形に直しなさい。

①（  left   ）　②（leaving）

 

問題 2）

次の日本語を英語に直しなさい。

それらを私の家族と共有する→（share it with my family）

どうしたの？→（What's wrong）?
心配しないで→（Don't worry）.
まだ出発していない→（hasn't left yet）.
急いで→（ Hurry up）.　
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Unit2-3
Hajin
　
Eri
　

　
Kota
Tina
　
Kota
　
Eri
Kota

What's up with Kota?
Have you ever ①  (see) him like that?
No,never. He's changed （最近）.
（おそらく） the reason is you, Tina.
Kota returns:
Here you are.
You ②  (find) my camera! Thank you so much.
So you （～に追いついた） the tram?
It's no big deal.
I'm just happy you didn't lose your photos.
Look at the sunset.
Wow. I've never seen (そのような) a beautiful sunset.

問題 1）

①、②の動詞を適する形に直しなさい。

①（ seen  ）　②（ found ）
問題 2）

次の日本語を英語に直しなさい。

最近→（ lately ）
おそらく→（ Maybe ）
～に追いついた→（　caught up with　）

そのような→（　such   ）
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