
中 1 英語　Here We Go! テスト対策問題　Unit4＜問題＞

【Step1:単語問題】

Korea 名：韓国 in 前：～に所属して

he 代：彼は classmate 名：同級生

strict 形：厳しい hey 間：おおい、ちょっと

his 代：彼の neighbor 名：隣人

class 名：授業 brother 名：兄弟、兄、弟

so 接：だから、それで sister 名：姉妹、姉、妹

popular 形：人気のある teammate 名：チームメイト

her 代：彼女の smart 形：頭の良い

interesting 形：興味を引き起こす、面白い brave 名：勇敢な、勇ましい

wait 動：待つ cheerful 形：陽気な、明るい

kind 形：親切な、思いやりのある shy 形：恥ずかしがりの

funny 形：おかしい、おもしろい

strong 形：強い、たくましい

friendly 形：友好的な、人なつこい

who 代：誰

maybe 副：もしかしたら

player 名：選手

him 代：彼を、彼に

let's let us の短縮形、～しましょう

ask 動：（人）にたずねる、質問する

actor 名：俳優

singer 名：歌手

astronaut 名：宇宙飛行士

dancer 名：ダンサー

tough 形：たくましい、丈夫な

comedian 名：お笑い芸人

writer 名：作家

after 前：～の後に

game 名：試合



【Step2:熟語問題】

①～出身です。

→ be from～

②はじめまして

→Nice to meet you.

③ A を B と呼んでください。

→ Call A + B

④あちらは～です。

→That is～　（That's ～）

⑤彼は～です。

→He is ～　（He's ～）

⑥彼女は～です。

→She is ～ （She's ～）

⑦～したい

→want to ～

⑧たずねてみましょう

→Let's ask ～



【Step3:空欄補充問題】  

①私は韓国出身です。
I ( am )( from )Korea.

③私をこうたと呼んでください。
( Call )(   me  )( Kota ).

④彼は私たちの体育の先生です。
( He )(  is )(  our )P.E teacher.
 

⑤彼は厳しいですが、彼の授業は面白いです。
( She's ) strict , but ( his ) class is ( fun ) .

⑥だから、彼は人気があります。
( So ) ( he's ) popular.

⑦なるほど。
(  I  )(  see  ).

⑧彼女は私たちの英語の先生です。
( She )(  is ) our English teacher.

⑩彼女の授業は面白いです。
( Her ) class is (  interesting  ).

⑪私は待ちきれません。
I ( can't )( wait ).

⑭エリ、あちらは誰ですか？

 Eri, ( who's )(  that  )?

⑮おそらく彼は新しい生徒です。
( Maybe ) (  he's  ) a new student.

⑯彼は上手なバスケット選手ですよね？
( He's ) a good basketball player, (  isn't  )(  he )?

⑰はい、そうです。
Yes, ( he )(  isn't ).

⑱あなたは彼に会いたいですか？
Do you ( want )(  to  )( see ) him?

⑲こうたにたずねてみましょう。
( Let's )(  ask ) Kota.

㉑私はエリで、コウタの隣人です。
I'm Eri, ( Kota's  )(  neighbor ).



【Step4:並べ替え問題】

①私は韓国出身です。

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

③私をこうたと呼んでください。

【me, Kota, call】.
→Call me Kota.

④彼は私たちの体育の先生です。

【our, teacher, He's, P.E.】.
→He's our P.E. teacher.
 

⑤彼は厳しいですが、彼の授業は面白いです。

【but, is, fun, his, he's, but, strict,  < , > class 】.
→He's strict , but his class is fun.

⑥だから、彼は人気があります。

【he's , so, popular】.
→He's so popular.

⑦彼女は私たちの英語の先生です。

【our , teacher , she's , English】.
→She's our English teacher.

⑧彼女の授業は面白いです。

【class , interesting , is, her】.
→Her class is interesting.

⑨私は待ちきれません。

【wait , I ,can't】.
→I can't wait.

⑩エリ、あちらは誰ですか？

【who's , Eri , < , > that】?
→Eri, who's  that?

⑪おそらく彼は新しい生徒です。

【a, he's , student, maybe , new】.
→Maybe he's student a new.

⑫彼は上手なバスケット選手ですよね？

【isn't, a, basketball, he's , good , he , player , < , >】?
→He's a good basketball player, isn't he ?



⑬はい、そうです。

【is , yes , he , < , >】.
→Yes, he is.

⑭あなたは彼に会いたいですか？

【you meet , want , do , to , him 】?
→Do you want to meet him?

⑮こうたにたずねてみましょう。

【Kota, ask , let's】.
→Let's ask Kota.

⑯私はエリで、コウタの隣人です。

【Kota's , Eri , neighbor , I'm , < , > 】.
→I'm Eri , Kota's neighbor.



【Step5:日本語訳問題】

① I'm from Korea.
→私は韓国出身です。

② Call me Kota.
→私をコウタと呼んでください。

③ He's our P.E teacher.
→彼は体育の先生です。

④ H's strict , but his class is fun.
→彼は厳しいですが、かれの授業はおもしろいです。

⑤ So he's popular.
→だからかれは人気があります。

⑥ I see.
→なるほど。

⑦ She's our English teacher.
→彼女は私たちの先生です。

⑧ Her class is interesting.
→彼女の授業は面白いです。

⑨ I can't wait.
→私は待ちきれません。

⑩ Eri, who's that?
→えり、あちらは誰ですか。

⑪ Maybe he's a new student.
→おそらく、彼は新しい生徒です。

⑫ He's a good basketball player, isn't he?
→彼は良いバスケットボールの選手ですよね。

          

⑬ Do you want to meet him?
→あなたは彼に会いたいですか？

⑭ Let's ask Kota.
→コウタに尋ねてみましょう。

⑮ I'm Eri, Kota's neighbor.
→.私はエリ、コウタの隣人です。



＜Step6:英作文問題＞

①私は韓国出身です。

→I am from Korea.

②私をこうたと呼んでください。

→Call me Kota.

③彼は私たちの体育の先生です。

→He is our P.E teacher.
 

④彼は厳しいですが、彼の授業は面白いです。

→He's strict , but his class is fun.

⑤だから、彼は人気があります。

→So he is popular.

⑥なるほど。

→I see.

⑦彼女は私たちの英語の先生です。

→She is our English teacher.

⑧彼女の授業は面白いです。

→Her class is interesting

⑨私は待ちきれません。

→I can't wait.

⑩エリ、あちらは誰ですか？

→Eri, who's  that?

⑪おそらく彼は新しい生徒です。

→Maybe he is a new student.

⑫彼は上手なバスケット選手ですよね？

→He's a good basketball player, isn't he?

⑬はい、そうです。

→Yes, he is.

⑭あなたは彼に会いたいですか？

→Do you want to meet him?

⑮こうたにたずねてみましょう。

→Let's ask Kota.


