
Lesson 1  [解答・解説] (pp.6-7) 

 

■ Let’s Practice! 解答例 

[1] (1) I met Sam last week. 

(2) You speak good Japanese. 

(3) We drive on the left in Japan. 

[2] (1) You have  (2) I[We] played 

[3] (1) I like English very much. 

(2) Hot springs are popular in the winter. 

(3) I practice the piano after school. 

[4] (1) I had, yesterday  (2) I’m, skiing 

[5] (1) It’s  (2) is it 

[6] (1) It rained  (2) It’s six, It’s cold 

 

■ Let’s Practice! 解説 

[1] 主語は(1) I (2) you (3) we となる． 

(2) You speak good Japanese.（日本語がじょうずですね）は，You are a good 

speaker of Japanese[speak Japanese well]. とも表現できる． 

(3) 日本国外での日本人以外の発話と想定した場合には They [People] drive on the 

left in Japan. となる． 

[2] 主語は (1) you (2) I[we] が適切．日本語文で「～が」「～は」を補ってから，考える

とよい．(2)では，いっしょにサッカーをした人を念頭に置いている場合には We を用

いる． 

[3] 主語は (1) I (2) hot springs (3) I となる． 

(2) hot springs 「温泉」 この意味では複数形で用いられることが多い． 

[4] 主語は (1)(2)とも I が適切． (2)では，空所の数から，p.6 にあるように短縮形 I’m 

を用いる． 

[5] それぞれ (1) 天候 (2) 距離 を示す．(2)は from here を補って考える．be動詞を用

いる点に注意．答えとしては It’s about 500 meters. などが考えられる． 

[6] それぞれ it を主語にして表現する．(2)は，空所の数から判断して It’s を用いる． 

 

 



Lesson 2 [解答・解説]  (pp.8-9) 

■ Let’s Practice! 解答例 

[1] (1) Where are you from? 

(2) This machine doesn’t work well. 

(3) My watch says ten thirty. 

[2] (1) has long  (2) look 

[3] (1) Pass  (2) gave  (3) take  (4) keeps  (5) watched 

[4] (1) Get [Bring, Fetch]  (2) gives us 

[5] (1) There is a bird on the roof. 

(2) Do you have any brothers or sisters? 

(3) How many people are there in the room? 

[6] (1) had  (2) a. There are[We have] b. has 

■ Let’s Practice! 解説 

[1] (1) Where are you from? は出身を聞くときの決まった表現．Where do you come 

from? ともいう． (2)「調子が悪い」＝「うまく働かない」と考える． (3)「（時計

が時刻を）示す」は，「（時計が時刻を）言う」のように考えて，say を用いて表現

する． 

[2]「アヤは足が長い」→「アヤは長い足をもっている」など，日本語文をパラフレイズ

して考えるとよい．(1) has (2) look を用いる． 

[3] (1) ここでの「取る」は「人から人へ渡す」という意味なので，pass を用いる． 

(2)「スピーチをする」は give, make, deliver などを用いて表現する． 

(3)「送っていく」＝「連れて行く」と考える．  

(4)「日記をつける」keep a diary 

(5)「テレビを見る」は watch を用いる．なお「テレビで番組を見る」は see a 

program on TV も可． 

[4] (1) fridge は refrigerator の短縮語．空所には get のほか bring, fetch も可． 

(2) 動詞は現在形なので -s を落とさないように注意．quiz は「小テスト」の意味． 

[5] (1)「とまっている」は「（鳥が）いる」と考えて， be で表現すればよい． 

(2)「いる」は「もっている」と考えて，have で表現する．日本語では「ごきょうだい

は？」というが，英語では brothers or sisters と表現する点に注意． 

(3) there と be動詞の順を逆にする点に注意． 

[6] (1) have を用いて表現する．(2) We have thirty-five students in our class. も可． 



Lesson 3  [解答・解説]  (pp.10-11) 

■ Let’s Practice! 解答例 

[1] (1) new bicycle → a new bicycle 

(2) foreign country → (any) foreign countries または a foreign country 

(3) is → are（または a lot of books → a book） 

(4) stamp → stamps 

[2] (1) are teachers  (2) friends are[come] 

[3] (1) paper  (2) a paper  (3) chicken  (4) chickens 

[4] (1) air is  (2) lot, water 

[5] (1) The  (2) a  (3) a  (4) Time, money 

[6] (1) go, the station  (2) a good[nice] room, the color, the 

■ Let’s Practice! 解説 

[1] (1) new bicycle の前に冠詞が必要．不特定の「自転車」なので a を付ける． 

(2) 不特定の「外国」なので複数形 countries にするか，a country とする． 

(3) 主語は <a lot of＋複数名詞> なので，動詞はそれに合わせる必要がある． 

(4) many kinds of（多くの種類の～）は複数の概念となるので，後続する可算名詞は

複数形となる． 

[2] (1) 主語の複数形に対応させる．(2) some of（何人かの～）は可算名詞が続く場合は

複数からの選択となるので，複数形を用いる． 

[3] (1) 材料としての「紙」 (2)「新聞」１部 (3) 一定の形のない物質としての「鶏

肉」 (4) １羽，２羽…と数えられる「ニワトリ」 

※ これらの名詞は，文中での意味に応じて，可算・不可算を使い分ける． 

[4] (1) air（空気）は一定の形や大きさのない物質． (2)「多量の水」は a lot of water 

で表現する．数えられないので many は不可． 

[5] (1) １つしかないと「限定」される名詞． 

(2) どれかに特定せずに，漠然と「新しい帽子」を指している．  

(3) この文では一般的な概念としての「親切な人」をいっており，特定の人を指してい

るわけではない． 

(4) ことわざの中の，抽象概念を示す不特定の名詞． 

[6] (1) 話し手と聞き手の間で明白な「駅」．(2)「いい部屋」は一般的なものを表す．第

２文の color は後続の句によって限定されており，carpet はその場にあるものとして

限定される． 



Review Exercises 1 (Lessons 1-3)  [解答・解説]  (p.12) 

 

■Exercises ① 解答 

(1) I went to Nagoya last month. 

(2) You are wearing a cute watch. 

(3) We have a game next Sunday. 

(4) Do you like curry and rice? 

(5) We can see Mt. Fuji from our school. 

(6) It is nice and warm today. 

(7) It is about 800 meters from the station to my house． 

■Exercises ① 解説 

適切な主語を設定し，整った英文を構成する． 

(1)(2)→L.1-Ⓐを参照．まず「だれが」「～する」の部分〔(1) I went (2) You are wearing〕

を決める． 

(2) wear は「身につけている」状態を表す動詞だが，一時的な状態を明確にいう場合は進

行形となる． 

(3)～(5)→L.1-Ⓑを参照．「～は，～が」の部分は主語ではない〔(3)は副詞句，(4)は目的

語，(5)は前置詞句である〕．それぞれ適切な主語を置くことに注意する． 

(4) curry and rice はひとまとまりで「カレー（ライス）」の意味で，不可算名詞扱い． 

(6)(7)→L.1-Ⓒを参照．(6)天候 (7)距離 を表す場合の主語として it を用いる． 

 

■Exercises ② 解答 

(1) Take  (2) died  (3) looks  (4) made  (5) are  (6) have 

■Exercises ② 解説 

(1)～(4)→L.2-ⒶⒷを参照．適切な動詞を用いる練習． 

(1)「薬を飲む」は通例 take を用いる． 

(2)「枯れる」は die を用いる． 

(3) kimono（着物）は可算名詞扱いで，英語となっている（英英辞典にもエントリーがあ

る）． 

(4) 日本語の「ミス」は，英語では（miss ではなく）mistake〔または error〕となる． 

(5)(6)→L.2-Ⓒを参照．(5)は two tigers に be動詞を呼応させる点に注意. 

 



 

■Exercises ③ 解答 

(1) those  (2) works  (3) is  (4) advice 

(5) strawberries, jam  (6) a, The  (7) the 

■Exercises ③ 解説 

(1)～(3)→L.3-Ⓐを参照． 

(1) black shoes は複数なので those で指す． 

(2) 主語は One なので，動詞はこれに呼応する． 

(3) tea は物質名詞で単数扱い．some（いくらかの）は不定の量を示す．日本語で「いく

つかの」と考えると複数のように感じられるので注意が必要． 

(4)(5)→L.3-Ⓑを参照．advice（抽象名詞）・jam（物質名詞）は不可算，strawberry（普通

名詞）は可算． 

(6)(7)→L.3-Ⓒを参照．(6)は初出の場合は a，既出のものを指すときは the を用いる例．

(7)は，状況から何を指すか限定される場合に the を用いる例． 

 

 


