
中 3英語　Here We Go! Unit 4  定期テスト対策問題（解答）

＜Step1 単語問題＞



＜Step2 熟語問題＞
①～したい

→want to~

②計画をたてる

→make a plan

③～を調べる

→check out~

④過去に、これまでに

→in the past

⑤なんて面白いんだ！

→How interesting!

⑥人に物を見せる

→show 人　物

⑦帰る、戻る

→come back

⑧まず第一に

→first of all

⑨たとえば

→for example

⑩～に着く

→get to ~ 

⑪この近くに

→near here

⑫どのくらい（の時間）～

→How long~



＜Step3　空欄補充問題＞
①あなたはニューヨークで何を見たいですか？
What do you ( want ) (  to )(  see  ) in New York?

②計画をたてましょう。
Let's ( make )(  a )(  plan  ).

③私たちはどうやってそこへ行けばいいですか？
How do we ( get  )( there )?

④島へのフェリーがあるんですか？
(  Is )( there ) a ferry to the island ?

⑤はい、あります。（④を受けて）
Yes, (  there  )(  is ).



⑥次は劇場を調べてみよう。
Le't ( check  )(  out ) the theater next.

⑥ブロードウェイにはたくさんの劇場があるね。
(  There )(  are ) a lot of theathers on Broadway .

⑦彼女は右手には何を持っていますか？
What (  does  ) she ( have ) in her right hand?

⑧過去に、そのたいまつが夜に船を誘導したんです。
(  In )(  the  )(  past  ), the torch guided ships at night.

⑨なんて面白いんだ！
(  How )(  interesting  )!

⑩ティナ、パンフレットを私に見せてください。
Tina, ( show )( me )(  the )(  leaflet  ).

⑪これはあなたにその像の歴史を教えてくれます。
This ( tells )(  you  )(  the   )(  history ) of the statue.

⑫エリにこのパンフレットを買いましょう。
Let's (  buy  )(  Eri  )(  this   )(  pamphlet  ).
⑬ここでは、するべき面白いことがとてもたくさんありますね。
( There )( are ) so many fun things (  to  )(   do  ) here.

⑭もしあなたが望むなら、あなたはいつでも戻ってきてもいいんですよ。
If you want , you can (  come )(  back ) anytime.

⑮もう、あなたには泊まるべき場所がありますね。
Now you have a (  place  )(   to  )( stay ).

⑯何か食べるものを手に入れましょう。
Let's get ( something )(  to  )(  eat  ).

⑰セントラルパークはニューヨークの中心にある、緑のオアシスです。
Central Park is a green oasis in (  the  )(  center  )(   of   ) New York City.

⑱まず初めに、それは自然を楽しむための素晴らしい場所です。
(  First )(   of  )(   all  ), it is a wonderful place (  to  )(  enjoy ) nature.



＜Step4 並べ替え問題＞
①あなたはニューヨークで何を見たいですか？

【do, to, want, in , what , you, New York , do 】?
→What do you want to see in New York?

②計画をたてましょう。

【make, Let's , plan , a 】.
→Let's make a plan.

③私たちはどうやってそこへ行けばいいですか？

【we, there , do , how, get】?
→How do we get there?

④島へのフェリーがあるんですか？



【a ferry , rhe island, to , is,  there 】?
→Is there a ferry to the island ?

⑤はい、あります。（④を受けて）

【there, yes, is , < , >】.
→Yes, there is.

⑥次は劇場を調べてみよう。

【check , the theater , out , let's , next 】.
→Le't check out the theater next.

⑥ブロードウェイにはたくさんの劇場があるね。

【a lot , are, there , theather , on , of , Broadway 】.
→There are a lot of theathers on Broadway .

⑦彼女は右手には何を持っていますか？

【she , in , right , what , is , hand , holding , her 】.
→What is she holding in her right hand?

⑧過去に、そのたいまつが夜に船を誘導したんです。

【the torch , the past , at , guided, night , in , ships , < , >】.
→In the past, the torch guided ships at night.

⑨なんて面白いんだ！

【interesting , how 】!
→How interesting!

⑩ティナ、パンフレットを私に見せてください。

Tina, 【me , the leaflet , show】.
→Tina, show me the leaflet.

⑪これはあなたにその像の歴史を教えてくれます。

【tells , the history , the statue , of , this 】.
→This tells you the history of the statue.

⑫エリにこのパンフレットを買いましょう。

【this pamphlet , buy , let's , Eri 】.
→Let's buy Eri this pamphlet.

⑬ここでは、するべき面白いことがとてもたくさんありますね。

【so many , to , here , fun things , are , there , do 】.
→There are so many fun things to do here

⑭もしあなたが望むなら、あなたはいつでも戻ってきてもいいんですよ。

【you, anytime , can , want , if , you , back , come , < , >】.



→If you want , you can come back anytime.

⑮もう、あなたには泊まるべき場所がありますね。

【a place , you , now , to , have , stay 】.
→Now you have a place to stay.

⑯何か食べるものを手に入れましょう。

【to , eat , something , get , let's】.
→Let's get something to eat.

⑰セントラルパークはニューヨークの中心にある、緑のオアシスです。

【in , a green oasis, Central Park , New York City , of , the center , is 】.
→Central Park is a green oasis in the center of New York City.

⑱まず初めに、それは自然を楽しむための素晴らしい場所です。

First of all, 【to , nature , it , a wonderful place , is , enjoy 】.
→First of all, it is a wonderful in Central park. 

＜Step5日本語訳問題＞
①What do you want to see in New York?
→あなたはニューヨークで何を見たいですか？

② Let's make a plan.
→計画をたてましょう。

③How do we get there?
→私たちはどうやってそこへ行けばいいですか。

④ Is there a ferry to the island ?
→島へのフェリーがあるんですか？

⑤Yes, there is.



→はい、あります。

⑥ Le't check out the theater next.
→次は劇場を調べてみよう。

⑥ There are a lot of theathers on Broadway .
→ブロードウェイにはたくさんの劇場があります。

⑦What is she holding in her right hand?
→彼女は右手には何を持っていますか。

⑧ In the past, the torch guided ships at night.
→過去に、そのたいまつが夜に船を誘導しました。

⑨How interesting!
→なんて面白いんだ。

⑩ Tina, show me the leaflet.
→ティナ、パンプレットを私に見せてください。

⑪ This tells you the history of the statue.
→これはあなたにその像の歴史を教えてくれます。

⑫ Let's buy Eri this pamphlet.
→エリにこのパンフレットを買いましょう。

⑬ There are so many fun things to do here.
→ここでは、するべき面白いことがたくさんありますね。

⑭ If you want , you can come back anytime.
→もしあなたが望むなら、あなたいつでも戻ってきてもいいんですよ。

⑮Now you have a place to stay.
→もう、あなたには泊まるべき場所がありますね。

⑯ Let's get something to eat.
→何か食べるものを手に入れましょう。

⑰ Central Park is a green oasis in the center of New York City.
→セントラルパークはニューヨークの中心にある、緑のオアシスです。

⑱ First of all, it is a wonderful in Central park 
→まず初めに、それは自然を楽しむための素晴らしい場所です。



＜Step6 英作文問題＞
①あなたはニューヨークで何を見たいですか？
What do you want to see in New York?

②計画をたてましょう。
Let's make a plan.

③私たちはどうやってそこへ行けばいいですか？
How do we get there?

④島へのフェリーがあるんですか？
Is there a ferry to the island ?

⑤はい、あります。（④を受けて）
Yes, there is.



⑥次は劇場を調べてみよう。
Le't check out the theater next.

⑥ブロードウェイにはたくさんの劇場があるね。
There are a lot of theather on Broadway .

⑦彼女は右手には何を持っていますか？
What is she holding in her right hand?

⑧過去に、そのたいまつが夜に船を誘導したんです。
In the past, the torch guided ships at night.

⑨なんて面白いんだ！
How interesting!

⑩ティナ、パンフレットを私に見せてください。
Tina, show me the leaflet.

⑪これはあなたにその像の歴史を教えてくれます。
This tells you the history of the statue.

⑫エリにこのパンフレットを買いましょう。
Let's buy Eri this pamphlet.

⑬ここでは、するべき面白いことがとてもたくさんありますね。
There are so many fun things to do here.

⑭もしあなたが望むなら、あなたはいつでも戻ってきてもいいんですよ。
If you want , you can come back anytime.

⑮もう、あなたには泊まるべき場所がありますね。
Now you have a place to stay.

⑯何か食べるものを手に入れましょう。
Let's get something to eat.

⑰セントラルパークはニューヨークの中心にある、緑のオアシスです。
Central Park is a green oasis in the center of New York City.

⑱まず初めに、それは自然を楽しむための素晴らしい場所です。
First of all, it is a wonderful place to enjoy nature. 


