
中 1 英語　Here We Go　Unit1＜テスト対策問題＞（解答）

＜Step1：単語問題＞

①春 spring ⑮見る see

②夏 summer ⑯どのように how

③秋 fall ⑰～について about

④冬 winter ⑱～の中に in

⑤祭り festival ⑲教室 classroom

⑥場所 place ⑳泳ぐ swim

⑦～できる can ㉑しかし、でも but

⑧～を演奏する play ㉒かっこいい cool

⑨道に迷った lost ㉓～をする do

⑩生徒 student ㉔踊る dance

⑪～に会う meet ㉕上手に well

⑫～を呼ぶ call ㉖走る run

⑬日本 Japan ㉗速く fast

⑭～出身 from ㉘映画 movie
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＜Step2：熟語問題＞

①さあ行こう

→Here we go.

②～歳

→～years old

③ありがとう。

→Thanks.

④私を～と呼んでください

→Call me～.

⑤私は～出身です。

→I'm from ～.

⑥～はどうですか。

→How about～？

⑦あまり～ではない

→not ～so much
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＜Step:3：空欄補充問題＞

①私は道に迷ってしまいました。

I （　am　　）（　lost　）.

②私は本町中学校に行きたいです。

I （want）（to）（go）to Honcho Junior High School.

③一緒に行きましょう。

（Let's）（go）together.

④はじめまして。

（Nice）（to）（meet）（you）.

⑤私をコウタと呼んでください。

（Call）（me）Kota.

⑥私は日本出身です。

（I'm）（from）Japan.

⑦私は春が好きです。

I （like）spring.

⑧あなたはどうですか、コウタ？

（How）（about）（you）, Kota？

⑨私は春が好きではありません。

I （don't）（like）spring.

⑩どうしてダメなんですか？

（Why）（not）?

⑪なるほど。

（  I  ）（see）.

⑫私は音楽とスポーツが好きです。

I （like） music （ and ）sports

⑬私は泳ぐこととドラムを演奏することができる。

I （can）（swim）（and）（play）（ the ）drams.

⑭それは楽しいです。 

（It's）fun. 

⑮私はドラムを演奏することができないけれど、ピアノを演奏することができる。 

I （can't）（play）（the ）drams, （but）I （can）（play）（the）piano. 
-3-



<Step4：並べ替え問題>

①私は道に迷ってしまいました。

【lost, am , I】.
→I am lost.

②私は本町中学校に行きたいです。

【want, Honcho junior high school, to I, go, to】.
→I want to go to Honcho junior high school. 

③一緒に行きましょう。

【together, let's, go】.
→Let's go together.

④はじめまして。

【to, you, nice, meet】.
→Nice to meet you.

⑤私をコウタと呼んでください。

【me, call, Kota】.
→Call me Kota.

⑥私は日本出身です。

【I, from, am, Japan】.
→I am from Japan.

⑦私は春が好きです。

【spring, like, I】.
→I like spring.

⑧あなたはどうですか、コウタ？

【kota, how, about, you ,< , > 】?
→How about you, Kota?

⑨私は春が好きではありません。

【I, like, don't, spring 】.
→I don't like spring.

⑩私は音楽とスポーツが好きです。

【I , and, sports, music, like】.
→I like music and sports.

⑪私は泳ぐこととドラムを演奏することができる。

【can, play, swim, I , the drums, and】.
→I can swim and play the drums.
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⑫それは楽しいです。

【is, fun, It】.
→It is fun.

⑬私はドラムを演奏することができないけれど、ピアノを演奏することができる。

【can't, the piano, play, but, I , can, the, drums, play, I, < , >】.
→I can't play the drums, but I can play the piano.
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＜Step5 英作文問題＞

①大丈夫ですか？

→Are you OK?

②私は道に迷ってしまいました。

→I am lost. （I'm lost.）

③私は本町中学校に行きたいです。

→I want to go to Honcho junior high school.

④一緒に行きましょう。

→Let's go together.

⑤はじめまして。

→Nice to meet you.

⑥私をコウタと呼んでください。

→Call me Kota.

⑦私は日本出身です。

→I'm from Japan.

⑧私は春が好きです。

→I like spring.

⑨あなたはどうですか、コウタ？

→How about you, Kota?

⑩私は春が好きではありません。

→I don't like spring.

⑪どうしてダメなんですか？

→Why not?
 

⑫なるほど。

→I see.
 

⑬私は音楽とスポーツが好きです。

→I like music and sports.
 

⑭私は泳ぐこととドラムを演奏することができる。

 →I can swim and play the drums.
 

⑮それは楽しいです。

→It is fun. （It's fun）.
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⑯私はドラムを演奏することができないけれど、ピアノを演奏することができる。

→I can't play the drums, but I can play the piano.
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＜Step6 長文問題＞

Unit1-1

Eri
Tina
Eri
Tina
Eri
Kota

Hello. Are you OK?
①  (                      ). I want to go to Honcho Junior High School.
②  (                                  )I'm a student there.Let's go together.
③（　　　　　　　）. I'm Tina.
I'm Eri.　④（　　　　　　　　　）.
I'm Kotaro.　⑤（　　　　　　　　　）  .

問題 1）

次の日本語を英語に直しなさい。

①道にまよってしまった→（I'm lost.） 

②私はそこの学生です→（I am a student there.）
③ありがとう→（Thanks.）
④はじめまして→（Nice to meet you.）
⑤こうたと呼んでください→（Call me Kota. ）

問題 2）

次の日本語の中で本文の内容とあっていれば〇、間違っていれば×を書きなさい。

①エリは本町中学校の生徒です。　【〇】

②エリとティナは初対面です。【〇】

③コウタは道にまよってしまった。【×】

④ティナがエリに話しかけた。【×】

問題 3）

本文の内容を参考にして、自己紹介をする文を 3 文書きなさい。

（自分の名前、通っている中学校の名前、自分のことを何と呼んでほしいかなど。）

例）I'm Ikeda Takahiro. I'm a Hokubu junior high school student.Call me Takahiro. 
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Unit1-2
Tina
Eri　
Tina　
Kota
Tina　

Kota　

Tina　

Look! Cherry blossoms. Beautiful.
Yes. 　①（　　　　　　　　　　　）

②（　　　　　　　　　　）  ,   Kota?
I like fall. 　③  （　　　　　　　　　　　　　）.
④（　　　　　　　　）?
I.......Achoo!!
⑤（　　　　　　）. Bless you.

問題 1）

次の日本語を英語に直しなさい。

①私は春が好きです。→（I like spring.）
②あなたはどうですか？→（How about you）

③私は春が好きではありません。→（I don't like spring.）
④なぜそうではないんですか？→（Why not?）
⑤なるほど。→（I see.）

問題 2）

次の日本語の中で本文の内容とあっていれば〇、間違っていれば×を書きなさい。

①エリは秋が好きです。【×】

②コウタは秋が好きではありません。【×】

③ティナはコウタが春が好きでない理由を理解した。【〇】
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Unit1-3

　
Tina
　

Eri
Tina
Eri
Tina

In the classroom:
Hello. I'm Tina. 　①（　　　　　　　　　　）.
I like music and sports.
②（　　　　　　　　　　　　　　　）
You can play the drums!
Yes. 　③（　　　　　　　　　　）.
④（　　　　　　　　　　　）, but I can play the piano.
Cool.

問題 1）

本文の①～④の空欄に入る英語を下の日本語をヒントにして答えなさい

①私はニューヨーク出身です。→（I am from New York）

②私は泳いだりドラムを演奏することができる。→（I can swim and play the drums.）
③それは面白いです。→（It's fun.）
④私はドラムを演奏することができません。→（I can't play the drums.）

問題 2）

次の日本語の中で本文の内容とあっていれば〇、間違っていれば×を書きなさい。

①ティナはドラムを演奏することができる。【〇】

②エリはドラムを演奏することができる。【×】

③エリは泳ぐことができる。【×】

問題 3）

自己紹介をする際、自分ができることとできないことについて、3 文紹介する文を書きなさい。

①：I can speak English.

②：I can play baseball.

③：I can't run fast.
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