
中 2 英語　Here We Go　Unit3＜テスト対策問題＞問題 

Step1　単語問題

①（事が）進行する go ⑭風の強い windy

②滞在する stay ⑮～を信じる believe

③本気の serious ⑯もし～なら if

④明日 tomorrow ⑰車を運転する drive

⑤～し終える finish ⑱劇場 theater

⑥荷造りする pack ⑲今夜 tonight

⑦～だろう will ⑳～を借りる borrow

⑧到着する arrive ㉑～を連れていく take

⑨～を出迎える meet ㉒～として as

⑩～を忘れる forget ㉓情報 information

⑪天気、天候 weather ㉔笑う laugh

⑫雨の rainy ㉕大きな声で loud

⑬雪の snowy



Step2　熟語問題

①旅行に出かける

→go on a trip

②～の家に泊まる

→stay with~

③自由の女神像

→the Statue of Liberty

④明後日

→the day after tomorrow

⑤～によろしくという

→say hi to~

⑥～を買いに行く

→go for

⑦家に帰る途中で

→on the way home

⑧ピクニックをする

→have a picnic

⑨ A を B に連れていく

→take A to B

⑩～に着く

→arrive at~

⑪ではまた、じゃあね

→See you soon



Step3 空欄補充問題

①あなたたちは夏の予定は何かありますか？

Do you have （any）（plans）（for） the summer?

②私はここにとどまるつもりです。

I （am）（going）（to）（stay）here .

③私は沖縄にいるいとこを訪ねる予定です。

I （am）（going）（to）（visit）my cousins in Okinawa.

④あなたは何をする予定ですか？

（what）（are）you  （going）（to）（do）?

⑤私はいつかそこに行ってみたいです。

（ I'd  ）（ like ）（ to ）（ go ）there someday.

⑥私は自由の女神像を見たいです。

I （ want ）（ to ）（ see ）the Statue of Liberty.

⑦私と一緒にニューヨークに来たらどうですか？

（ Why ）（ don't ）（ you ）come to New York with me？

⑧あなたは旅行の準備ができていますか？

（ Are ）（ you ）（ ready ）（ for ）your trip？

⑨荷造りは終わりましたか？

（ Did ）you（ finish ）（ packing ）？

⑩ところで、いつあなたの飛行機は到着する予定ですか？

（ By ）（ the ）（ way ）, when （ will ）your flight （ arrive ）？

⑪祖父が暑い夏になりそうだといっています。

My grandpa says （ it ）（ will ）（ be ）a hot summer.　

⑫ビッグアップルにようこそ。

（ welcome ）（ to ）the Big Apple.

⑬私はそれが信じられない。

I （ can't ）（ believe ）it.

⑭もしあなたが疲れているなら、私たちはまっすぐ家へ運転することができる。

（ If ）you （ are ）tired, we （ can ）（ drive ）straight home.

⑮もしあなたがおなかがすいているなら、私たちは家に帰る途中でピザを買いに行くことができる。

（ If ）you （ are ）hungry, we （ can ）（ go ）（ for ）a pizza （ on ）（ the ）（ way ）（ home ）.



Step4　並べ替え問題

①あなたたちは夏の予定は何かありますか？

【any, for, do, have, you, the summer, plans】？

→Do you have any plans for the summer?
②私はここにとどまるつもりです。

【stay, I, to, going, am, here 】.
→I am going to stay here.
③私は沖縄にいるいとこを訪ねる予定です。

【to, visit, I, am Okinawa, in, my cousins, going, 】.
→I am going to visit my cousins in Okinawa.
④あなたは何をする予定ですか？

【are, what, going , you, do, to 】？

→What are you going to do?
⑤私はいつかそこに行ってみたいです。

【someday, I'd , to, there, go, like 】.
→I'd like to go there someday.
⑥私は自由の女神像を見たいです。

【want, the Statue of Liberty, I, see, to】.
→I want to see the Statue of Liberty.
⑦私と一緒にニューヨークに来たらどうですか？

【with, New York, you, come, why, to, don't, me】?
→Why don't you come to New York with me?
⑧あなたは旅行の準備ができていますか？

【for, ready, your, are, trip, you】?
→Are you ready for your trip?
⑨荷造りは終わりましたか？

【you, packing, did, finish】?
→Did you finish packing?
⑩ところで、いつあなたの飛行機は到着する予定ですか？

【when, arrive, will, by, your, way, the, flight, ＜ , ＞】?
→By the way, when will your flight arrive?
⑪祖父が暑い夏になりそうだといっています。

【says, will, a hot summer, grandpa, it, be】.
→Grandpa says it will be a hot summer.
⑬私はそれが信じられない。

【it, I, believe can't】.
→I can't believe it.
⑭もしあなたが疲れているなら、私たちはまっすぐ家へ運転することができる。

【you're, we, straight, if, drive, tired, can, ＜ , ＞, home】.
→If you're tired, we can drive straight home.
⑮もしあなたがおなかがすいているなら、私たちは家に帰る途中でピザを買いに行くことができる。

【you're, we , on , home, the, can, for, if, hungry, go, a pizza, way 】.
→If you're hungry, we can go for pizza on the way home.



Step5　英作文問題

①あなたたちは夏の予定は何かありますか？

→Do you have any plans for thesummer?

②私はここにとどまるつもりです。

→I'm going to stay here.

③私は沖縄にいるいとこを訪ねる予定です。

→I'm going to visit my cousins in Okinawa.

④あなたはどうですか？

→How about you?

⑤あなたは何をする予定ですか？

→What are you going to do?

⑥私はニューヨークにいる私の祖父母と滞在する予定です。

→I'm going to stay with my grandparents in New York.

⑦私はいつかそこに行ってみたいです。

→I'd like to go there someday.

⑧私は自由の女神像を見たいです。

→I want to see the Statue of Liberty.

⑨私と一緒にニューヨークに来たらどうですか？

→Why don't you come to New York with me?

⑩冗談でしょう？

→Are you kidding?

⑪あなたは旅行の準備ができていますか？

→Are you ready for your trip?

⑫荷造りは終わりましたか？

→Did you finish packing?

⑬ところで、いつあなたの飛行機は到着する予定ですか？

→By the way, when will your fright arrive?

⑭祖父が暑い夏になりそうだといっています。

→Grandpa says it will be a hot summer.

⑮じゃあね。

→Take care



⑯私はそれが信じられない。

→I can't believe it.

⑰もしあなたが疲れているなら、私たちはまっすぐ家へ運転することができる。

→If you're tired, we can drive straight home.

⑱もしあなたがおなかがすいているなら、私たちは家に帰る途中でピザを買いに行くことができる。

→If you're hungry, we can go for a pizza on the way home.



Step6　長文問題
Unit3 Part1

Tina   
Hajin

Eri

Tina
Kota

Tina
Kota
Tina

①  (                     )   the summer, guys?
②  (                    )   stay here.
I have a besketball tournament. 
②  (                    ) visit my cousins in Okinawa. 
How about you, Tina? 
What are you going to do?
②  (                    ) stay with my grandparents in New York.
New York? 　③（　　　　　　　　　　） go there someday.
I 　④(                   ) the Statue of Liberty.
⑤（　　　　　　　　　　　） come to New York with me?
Are you kidding?
No. I'm serious.

問題 1）

①～⑤

①～に何か予定がありますか？→（ Do you have any plans for）
②私は～する予定です。→（ I'm going to ）
③～したい（would をつかって）→（ I'd like to ）
④～を見たいです。→（ I want to see ）
⑤～したらどうですか？→（ Why don't you ）

問題 2）

次の英語の質問に英語で答えなさい。

① What will Eri do the summer?
→She will visit herr cousins in Okinawa.
② What does Kota want to see?
→He wants to see the Statue of Liberty.



Unit3 Part2
Hi, Kota.How are you?
①（　　　　　　　　　　　　） your trip?
Did you finish ②（pack）?
I'm enjoying my time with my grandparents.　
They say hi to you.
③（　　　　　　　　）, when will your flight arrive?
We'll meet you at the airport.
Grandpa says　④（　　　　　　　　） a hot summer.
So 　⑤（　　　　　　　　） your hat and sunglasses.
Take care.
Tina

問題 1）

①、③、④、⑤に入る英語を下の日本語を参考に書きなさい。

①「あなたは～する準備ができていますか？」→（ Are you ready for ）
③「ところで」→（By the way ）
④「暑い夏になるだろう」→（ it will be ）
⑤「～をわすれないでください」→（ don't forget ）

問題 2）

②の動詞を適する形に直しなさい。→（ packing ）

問題 3）

ティナはこうたに何を忘れずに持ってくるように言っているか。

日本語で答えなさい。

→（　自分の帽子とサングラス　）



Unit3-3

Flight　attendant

Tina
Kota
Grandpa
Kota
Grandpa
Kota
Tina　
Kota

Passengers flying on COL101 to New York, please go to 
Gate 33 for boarding.
①(                        )Welcome to the Big Apple!
I'm in New York! I can't believe it.
I'll put your suitcase in the car, OK?　
Thank you, Mr.Rois.
②（　　　　　　　　　）, we can drive straight home.
Thanks,but I'm fine.
③（　　　　　　　　　）, we can go for a pizza on the way home.
That sounds great. I'm starving!　

問題 1）

①～③の空欄に入る言葉を下の日本語を参考に答えなさい。

①「～にようこそ」→（welcome to ）
②「もしあなたが疲れているなら」→（If you're tired ）
③「もしあなたがおなかがすいているなら」→（ If you're hungry ）

問題 2）

次の英語の質問に英語で答えなさい。

① Is Kota tired?
→ No, he isn't.
② What will Kota,Tina,and Mr.Rois eat on the way home?
→ They will eat a pizza.


