
Lesson 4  My Friends  [解答・解説]    (pp.14-15) 

 

■DRILL 解答 

A (1) are not[aren’t]  (2) did not[didn’t] come  (3) cannot[can’t] use 

B (1) Is this book interesting? 

(2) Will they arrive here by five? 

(3) Where did Ryo catch the fish? 

■DRILL 解説 

A  

(1) be動詞現在形を用いた否定文．第２文の They’re(＝They are) out now. から「部屋に

いない」という文になる． 

(2) 一般動詞過去時制の否定文．前半の had a cold（かぜをひいていた）から「パーティ

ーに来なかった」という文になる． 

(3) 助動詞を用いた文の否定文．なお，can not は否定を強調するなど特別な場合を除い

て用いられず，cannot[can’t] を使用することがふつう． 

B  

(1) be動詞を用いた文．is を文頭に出す． 

(2) 助動詞を含む文．will を文頭に出す．by は「～までに」の意味． 

(3) 場所を尋ねる文にするので，疑問詞 where を用いる． 

 

■EXERCISES解答 

[1] (1) does not[doesn’t] play  (2) is not[isn’t]   (3) cannot[can’t] write    

(4) did not[didn’t] go   (5) were not[weren’t]   (6) will not[won’t] be  

[2] (1) Did Yoko study  (2) What time[When] did May get 

(3) Who broke    (4) isn’t he 

■EXERCISES 解説 

[1]  

(1) 主語が３人称単数で現在形なので，否定文には does not[doesn’t] を用いる． 

(2) 主語は３人称単数で，現在の事実を表す文なので，be動詞は is となる． walk there 

は「そこまで歩く」の意味．there は副詞なので前置詞は不要．また in は「～（の

間）で」と期間を表す． 

(3) 逆接の but に注意．文脈から「それら（韓国語の文）を書くことができません」と

いう内容を表現する．助動詞 can を伴う否定文なので，cannot[can’t] write となる． 

Korean「韓国人［語］の」 



 

(4) because ～ の内容から，過去の否定文を作る．なお，(3)のように空欄に助動詞が示

されてはいないが，couldn’t go としても正しい文である．  

(5) last year より be動詞を過去形にする．主語が We なので were not[weren’t] とな

る． 

(6)「明日は家にいません」という内容を表現する．I’m sorry. と短縮形を用いているの

で，won’t be と短縮形で続けるのがより自然と考えられる．この例では home は副詞

として用いられており，be home で「家にいる」の意味となる． 

[2]  

(1)「英語を勉強したか」という内容の疑問文． 

(2) 応答文の at seven に注意．時間を尋ねる表現となる． 

(3) 応答文で主語を答えているので，疑問詞が主語となる場合の疑問文を考える． 

(4) 付加疑問を用いる．肯定文なので否定の付加疑問とする．主語 Eric→he，述語動詞 

is→isn’t として， ～, isn’t he? の形にする．なお，問いかけであれば上昇調で，確認

であれば下降調で発話する． 

 

■Try! 解答例 

(1) Do you know this man? 

(2) No, I don’t.  Who is he? 

(3) He’s not[He isn’t, He is not] very famous 

■Try! 解説 

(1) 主語の you を補って考える．(2) 第２文は主語を補い，「彼はだれですか」と考え

る． 

(3) not very で「あまり～ではない」を表す．後に続く節に he’s とあることから，この

部分にも短縮形を用いるのが自然である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 4  My Friends  [和訳例]    (pp.14-15) 

A. POINT 

・ケンは気分がいいです/よくありません． 

・私は昨日メグに電話をしました/しませんでした． 

・ボブは日本語をじょうずに話すことができる/できない． 

A. DRILL 

(1) 彼らは部屋にいません．今外出しています． 

(2) マイクはかぜをひいて，パーティーに来なかった． 

(3) あなたがこのコンピュータを使うことはできません． 

 

B. POINT 

▼だれがこのケーキを作ったのですか．―マークです． 

▼ジムは医師ですね[でしょう]．/ あなたはトマトが好きではないのですね[でしょう]． 

B. DRILL 

(1) この本はおもしろい / おもしろいですか． 

(2) 彼らはここに５時までに到着するでしょう / 到着するでしょうか． 

(3) リョウはあの池でその魚を釣った / どこでその魚を釣ったのですか． 

 

■EXERCISES 

[1]  [  ］内の語を用いて，否定文を作りなさい． 

(1) ユミはギターを弾きません．彼女はピアノを弾きます． 

(2) その会館はここから遠くありません．歩いて５分で行けます． 

(3) 私は韓国語の文をいくつか言えますが，書くことはできません． 

(4) 雪がとても激しく降っていたので，私たちは買い物に行かなかった． 

(5) 私たちは昨年同じクラスではありませんでした．だからお互いを知りませんでした． 

(6) 明日訪ねていってもいいですか．―すみません．（明日は）家にいません． 

[2] 絵を見て疑問文を作りなさい． 

(1) ヨウコは昨晩英語の勉強をしましたか．―はい，しました． 

(2) メイは今日何時に[いつ]起床しましたか．―７時に起床しました． 

(3) だれが窓を割ったのですか．―トムです． 

(4) エリックは泳ぐのがじょうずですね． 

 

■Try! 次の和文を英語で表現しなさい． 

A：この写真を見てください．… 彼はダン・ミラー，フットボール［サッカー］の選手

です． …，でもいい選手ですよ． 


