
中 1 英語　Here We Go! Unit2＜テスト対策問題＞（解答）

Step1：単語問題

①活動 activity ㉑ときどき sometimes

②泳ぐこと swim ㉒決して～ない never

③美術・芸術 art ㉓何 what

④演劇 drama ㉔これ this

⑤理科・化学 science ㉕読む read

⑥新しい new ㉖それは、それを it

⑦来る come ㉗～を言う say

⑧運動選手 athlete ㉘繰り返して言う repeat

⑨楽器 instrument ㉙～の後に after

⑩少し little ㉚～を書く write

⑪ふつうは、たいてい usually ㉛～を作る make

⑫練習する practice ㉜～を食べる eat

⑬月曜日 Monday ㉝～を描く draw

⑭火曜日 Tuesday ㉞～を飲む drink

⑮水曜日 Wednesday ㉟～に乗る ride

⑯木曜日 Thursday ㊱図書館 library

⑰金曜日 Friday ㊲関心をもっている interested

⑱土曜日 Saturday ㊳芸術家 artist

⑲日曜日 Sunday ㊴陸上競技 Track

⑳いつも always
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Step2：熟語問題

①～に興味がある

→ be interested in～

②中に入る

→come in

③中を見てみて。

→Have a look inside.

④ありがとう

→Thank you.

⑤少し

→a little

⑥毎日

→every day

⑦週末に

→on weekend(s)

⑧演奏しに来る

→come and play

⑨早口言葉

→ tongue twister

⑩もちろん

→Of course.

⑪私の後に続いて行ってみてください。

→Repeat after me.
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Step3：空欄補充問題

①ここが吹奏楽部です。

（Here's）the brass band.

②あなたたちは新入生ですか？

（Are）（you）new students？

③あなたは吹奏楽部に興味がありますか？

（Are）（you）（interested）（ in ）the brass band？

④中に入ってください。

（ Come ）（ in ）

⑤中を見てみてください。

（Have ）a （ look ）inside.

⑥あなたは音楽が好きですか？

（Do）（you ）（like）music？

⑦あなたは楽器を演奏しますか？

（ Do ）（ you ）（play）an instrument？

⑧私は少しトランペットを演奏します。

I play the trumpet　（ a ）（ little ）.

⑨あなたはそれを毎日練習するんですか？

（ Do ）（ you ）（ practice ）it every day？

⑩私はそれを週末に練習します。

I （ play ）it （ on ）（weekends ）.

⑪私の後に続いて行ってみてください。

（Repeat ）（ after ）（ me ）.
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Step4：並べ替え問題

①あなたは新入生ですか？

【you, students, new, are】？

→Are you new students？

②あなたは吹奏楽部に興味がありますか？

【interested, the brass band, are, in, you】？

→Are you interested in the brass band？

③中を見てみてください。

【a, have, inside, look】.
→Have a look inside.

④音楽は好きですか？

【you,music, do, like】？

→Do you like music？

⑤あなたは楽器を演奏しますか？

【an, play, you, instrument, do】？

→Do you play an instrument？

⑥私はトランペットを少し演奏します。

【the trumpet, play, a little, I 】.
→I play the trumpet a little.

⑦あなたはそれを毎日練習しますか？

【you, it, practice, do, every day】？

→Do you practice it every day？

⑧私たちはたいてい月曜日、水曜日、金曜日に練習します。

【on, usually, and, Wednesdays, Mondays, Fridays, we, ＜ , ＞, practice,＜ , ＞】.
→We usually practice on Mondays, Wednesday, and Fridays.

⑨あなたはそれを読むことができますか？

【you, read, can, it】？

→Can you read it？

⑩それをゆっくり言ってもらえますか？

【you, say, can, slowly, it】？

→Can you say it slowly？
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Step5：英作文問題

①あなたは新入生ですか？

→Are you new students?

②あなたは吹奏楽部に興味がありますか？

→Are you interested in the brass band?

③中に入ってください。

→Come in.

④中を見てみてください。

→Have a look inside.

⑤音楽は好きですか？

→Do you like music?

⑥あなたは楽器を演奏しますか？

→Do you play an instrument?

⑦私はトランペットを少し演奏します。

→I play the trumpet a little.

⑧あなたはそれを毎日練習しますか？

→Do you practice it every day?

⑨私はそれを週末に練習します。

→I practice it on weekends.

⑩私たちはたいてい月曜日、水曜日、金曜日に練習します。

→We usually practice on Mondays, Wednesdays, and Fridays.
 

⑪私たちと一緒に演奏しに来てください。

→Come and play with me.
 

⑫これは何ですか？

→What's this?
 

⑬あなたはそれを読むことができますか？

→Can you read it?
 

⑩それは早口言葉ですね。

→It is a tongue twister.
 

⑪あなたはそれを言うことができますか？

→Can you say it ? 
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⑫それをゆっくり言ってくれますか？

→Can you say it slowly?
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Step6：長文問題
Unit2-1

Kota
Mr.Utada
Kota
Mr.Utada
Kota
Mr.Utada
Kota and Tina

Here's the brass band.
Hello. Are you new students?
Yes.
Are you interested in the brass band?
Yes,I am.
Good! Come in. Have a look inside.
Thank you.

Unit2-2
Mr.Utada
Kota and Tina
Mr.Utada
Kota
Mr.Utada
Kota
Mr.Utada

Do you like music?
Yes!
Great. Do you play an instrument?
Yes,I do. I play the trumpet a little.
Really? Do you practice it every day?
No,I don't. I practice it on weekends.
Fine. We usually practice on Mondays, Wednesdays,and Fridays.
Come and play with us! 

Unit2-3

Tina 
Eri 
  
Tina 
Eri 

In the drama club activity:
What's this? Can you read it?
Yes. Oh, it's a tongue twister. “竹垣に竹立てかけた”
Can you say it?
No,I can't. Can you say it slowly?
Of course. Repeat after me.
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