
中 3 英語　Here We Go! Unit4 テスト対策（解答）

【Step1　単語問題】

progress 名：進歩 interact 動：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをとる

lives 名：life の複数形 foregn 形：外国の、外国人の

search 名：検索 help 動：役に立つ

respond 動：応答する、反応する might 助：～かもしれない

command 名：命令 anymore 副：もはや、これ以上

common 形：よく見られる disagree 動：反対する

autmatically 副：自動的に raise 動：～を出す

trasnlation 名：翻訳 point 名：論点、意見

software 名：ソフトウェア progress 動：進歩する

quite 副：非常に、とても rapidly 副：速く、急速に

soft 形：柔らかい exchange 動：～を交換する

skin 名：肌 broaden 動：～を広げる

make 動：（人に）～させる understanding 名：理解、知識

deliver 動：～を配達する hint 名：ヒント、手がかり

package 名：小包 directly 副：直接、じかに

paticular 形：特定の hate 動：～をひどく嫌う

adress 名：住所 depend 動：頼る

machine 名：機械 suppose 動：～だと思う

translate 動：～を翻訳する proper 形：適切な

phrase 名：表現 remember 動：～を思い出す

agree 動：賛成する



＜Step2　熟語問題＞

①～に応答する

→respomd to ~

②～を思いつく

→come up with ~

③（人に）～させる

→make 人 動詞（原形）

④～に賛成する

→agree with ~

⑤～と意見が合わない

→disagree with ~

⑥～することをいやに思う

→hate to ~

⑦～に頼る

→depend on ~

⑧いろいろの～

→a variety of～

⑨～と親しくなる

→make friends with～

⑩ A を B と関係させる

→connect  A  with  B

⑪～できたらいいのに

→I wish I could ～.



＜Step3　空欄補充問題＞

① AI 技術は近頃大きな進歩を遂げている。
AI technology (  has )(  made ) great progress lately.

②それは私たちの日常生活の一部になっている。
It has become ( a  )( part )(  of ) daily lives.

③例えば、インターネットは AI 技術を利用している。
(  For  )(  example ), the Internet search egines use AI technology.

④音声命令に応答するスマートフォンは最近では一般的である。
Smartphones ( which )( respond )( to ) voice commands are common these days.

⑤家の中を自動で掃除するロボットは人気となっている。
Robots ( which )( autmatically )( clean) your house ( have )( become ) popular.

⑥それは AI 技術を使うことによって、一番いい翻訳を思いつくことができる。
It can ( come )(  up )(  with ) the best translation by using AI technology.

⑦それは一般的になりつつある。
It ( is )( becoming ) common.

⑧ AI は私たちが世界中の人々ととても簡単にコミュニケーションをとるのに役立つだろう。
AI will ( will )( us )( communicate ) with people all over the world quite easily.

⑨私はティナに賛成です。
I ( agree )( with ) Tina.

⑩私は日本料理店を経営しているおじがいます。
I have an uncle ( who )( runs ) a  Japanese restaurant.

⑪彼は英語を話すことが得意ではありません。
He  (  is  )(  not )( good  )(  at  )(  speaking ) English.

⑫その機器のおかげで、彼は自分のレストランに来る外国人と簡単にコミュニケーションできる。
( Thanks )( to )the device, he can easily intract with foreign customers ( who )(  come  ) to his 
restaurant.

⑬外国語を学ぶことはもはやそれほど大切なことではないかもしれない。
Learning foregn languages ( might )( not ) be so important ( anymore ).

⑭私はあなたに反対です。
I ( disagree )( with ) you.

⑮私は自分自身でコミュニケーションをすることができるようになりたい。
I ( want )( to )( be )( able  )( to ) communicate by myslf.



⑯お互いの言語や文化について学ぶことは私たちがお互いにより良い理解をするのに役立つ。
Learning about each other's language and culture ( helps )( us  )(  have ) a better understand of 
( each )( other ).

⑰私は機械に頼っている人になるのは気が進みません。
I (  would  )(  hate )( to ) be a person (  who )( depends )( on ) machines.

⑱日本の学生は英語を学ぶことにあまりにおおくの時間を費やしている。
Japanese students spend ( too )( much )( time ) on learning English.

⑲もし彼らがそのような機器を持っているなら、彼らはそれについて学ぶ必要がありません。
If they have ( such  )(  a  )(  device ), they ( don't )( need )( to ) learn it.



＜Step4　並べ替え問題＞

① AI 技術は近頃大きな進歩を遂げている。

【AI technology, made, lately, progress, has , great】.
→ AI technology has made great progress lately.

②それは私たちの日常生活の一部になっている。

【become, daily , a, of, it, has, lives, part】.
→ It has become a part of daily lives.

③例えば、インターネットは AI 技術を利用している。

【the Internet search engine, AI technology, for , use, example , < , > 】.
→ For example, the Internet search engines use AI technology.

④音声命令に応答するスマートフォンは最近では一般的である。

【these days, are, which, voice commands, respond to , Smartphones, common】.
→ Smartphones which repond to voice commands are common these days.

⑤家の中を自動で掃除するロボットは人気となっている。

【become, have, house, automatically, your house, become, popular, which, robots】
→ Robots which autmatically clean your house have become popular.

⑥それは AI 技術を使うことによって、一番いい翻訳を思いつくことができる。

【by , the best, come, translation, using, with, AI technology, up, can, it 】.
→ It can come up with the best translation by using AI technology.

⑦それは一般的になりつつある。

【is , common , it , becoming】.
→ It is becoming common.

⑧ AI は私たちが世界中の人々ととても簡単にコミュニケーションをとるのに役立つだろう。

【with , all, the world, will, help , AI , communicate, people, quite, us, easily, over】
→ AI will help us to communicate with people all over the world quite easily.

⑨私はティナに賛成です。

【with , Tina, agree, I】.
→ I agree with Tina.

⑩私は日本料理店を経営しているおじがいます。

【a Japanese restaurant , who, an uncle , I , runs , have】.
→ I have an uncle who runs a Japanese restaurant.

⑪彼は英語を話すことが得意ではありません。

【not , speaking , good , he's , English, at】.
→ He's not good at speaking English.



⑫その機器のおかげで、彼は自分のレストランに来る外国人と簡単にコミュニケーションできる。

【to, he, easily , with, who, come, to , customers, intract, can, thanks, the device, his restaurant, 
easily, < , >】.
→ Thanks to the device, he can easily intract with foreign customers who come to his restaurant.

⑬外国語を学ぶことはもはやそれほど大切なことではないかもしれない。

【so, anymore, foregn languages, be, important, not,  learning , might】.
→ Leaning foregn languages might not be so important anymore.

⑭私はあなたに反対です。

【with , disagree , I , you】.
→ I disagree with you.

⑮私は自分自身でコミュニケーションをすることができるようになりたい。

【want , communicate, able, I , by , to, be, myself】.
→ I want to be able to communicate by myself.

⑯お互いの言語や文化について学ぶことは私たちがお互いにより良い理解をするのに役立つ。

【each, and, a better undanderstand , each , of , other, us, helps, other's , about, language, learning. 
have, culture】.
→ Learning about each language and culture helps us have a better understand of each other

⑰私は機械に頼っている人にになるのは気が進みません。

【depends ,machines, who, a person, would , I , to , hate, on be】

→ I would hate to be a person who depends on machine.

⑱日本の学生は英語を学ぶことにあまりにおおくの時間を費やしている。

【on, English , time, too, Japanese students, much, learning, spend】

→ Japanese students spend too much time on learning English.

⑲もし彼らがそのような機器を持っているなら、彼らはそれについて学ぶ必要がありません。

【they , such , don't , it, need,  learn, a  device, if , to , don't , it , < , >】.
→ If they have such a device, they don't need to learn it.



＜Step5　日本語訳問題＞

① AI technology has made great progress lately.
→AI 技術は近頃大きな進歩を遂げている。

② It has become a part of daily lives.
→それは私たちの日常生活の一部になっている。

③ For example, the Internet search egines use AI technology.
→例えば、インターネットは AI 技術を利用している。

④ Smartphones which repond to voice commands are common these days.
→音声命令に応答するスマートフォンは最近では一般的である。

⑤ Robots which automatically clean your house have become popular.
→家の中を自動で掃除するロボットは人気となっている。

⑥ It can come up with the best translation by using AI technology.
→それは AI 技術を使うことによって、一番いい翻訳を思いつくことができる。

⑦ It is becoming common.
→それは一般的になりつつある。

⑧ AI will help us communicate with people all over the world quite easily.
→AI は私たちが世界中の人々ととても簡単にコミュニケーションをとるのに役立つだろう。

⑨ I agree with Tina.
→私はティナに賛成です。

⑩ I have an uncle who runs a  Japanese restaurant.
→私は日本料理店を経営しているおじがいます。

⑪ He's not good at speaking English.
→彼は英語を話すことが得意ではありません。

⑫ Thanks to the device, he can easily intract with foreign customers who come to his restaurant.
→その機器のおかげで、彼は自分のレストランに来る外国人と簡単にコミュニケーションできる。

⑬ Learning foregn languages might not be so important anymore.
→外国語を学ぶことはもはやそれほど大切なことではないかもしれない。

⑭ I disagree with you.
→私はあなたに反対です。

⑮ I want to be able to communicate by myslf.
→私は自分自身でコミュニケーションをすることができるようになりたい。



⑯ Learning about each other's language and culture helps us have a better understand of each other.
→お互いの言語や文化について学ぶことは私たちがお互いにより良い理解をするのに役立つ。

⑰ I would hate to be a person who depends on machines.
→私は機械に頼っている人になるのは気が進みません。

⑱ Japanese students spend too much time on learning English.
→日本の学生は英語を学ぶことにあまりに多くの時間を費やしている。

⑲ If they have such a device, they don't need to learn it.
→もし彼らがそのような機器を持っているなら、彼らはそれについて学ぶ必要がありません。



＜Step6　英作文問題＞

① AI 技術は近頃大きな進歩を遂げている。

→AI technology has made great progress lately.

②それは私たちの日常生活の一部になっている。

→It has become a part of daily lives.

③例えば、インターネットは AI 技術を利用している。

→For example, the Internet search egines use AI technology.

④音声命令に応答するスマートフォンは最近では一般的である。

→Smartphones which repond to voice commands are common these days.

⑤家の中を自動で掃除するロボットは人気となっている。

→Robots which autmatically clean your house have become popular.

⑥それは AI 技術を使うことによって、一番いい翻訳を思いつくことができる。

→It can come up with the best translation by using AI technology.

⑦それは一般的になりつつある。

→It is becoming common.

⑧ AI は私たちが世界中の人々ととても簡単にコミュニケーションをとるのに役立つだろう。

→AI will help us communicate with people all over the world quite easily.

⑨私はティナに賛成です。

→I agree with Tina.

⑩私は日本料理店を経営しているおじがいます。

→I have an uncle who runs a Japanese restaurant.

⑪彼は英語を話すことが得意ではありません。

→He's not good at speaking English, so he use a translation device.

⑫その機器のおかげで、彼は自分のレストランに来る外国人と簡単にコミュニケーションできる。

→Thanks to the device, he can easily intract with foreign customers who come to his restaurant.

⑬外国語を学ぶことはもはやそれほど大切なことではないかもしれない。

→Learning foreigh languages might not be so important anymore.

⑭私はあなたに反対です。

→I disagree with you, Kota.

⑮私は自分自身でコミュニケーションをすることができるようになりたい。

→I want to be able to communicate by myself.



⑯お互いの言語や文化について学ぶことは私たちがお互いにより良い理解をするのに役立つ。

→Learning about each other's language and culture help us have a better understanding of each 
other.

⑰私は機械に頼っている人になるのは気が進みません。

→I would hate to be a person who depends on machines.

⑱日本の学生は英語を学ぶことにあまりにおおくの時間を費やしている。

→Japanese students spend too much time on learnig English.

⑲もし彼らがそのような機器を持っているなら、彼らはそれを学ぶ必要がありません。

→If they have such a device, they don't need to learn it.


