
EX1課題の解答 その２ 
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Lesson 1  Practice 解答 補足と解説 
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1. Don’t enter that room. 

2. “That tall man is your brother, isn’t he?”  付加疑問文も復習しておこう！ 

   “No, he isn’t. He is Emily’s.” 

3. This bag doesn’t have a price tag.    

4. Let’s order ice cream for dessert.  

5. How stylish this watch is! 

 この腕時計はなんておしゃれなの！ 

 

 

Lesson 2  Practice 解答 補足と解説 
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1. My uncle moved to Yokohama. 

      S      V 

2. [ The view〈from the upstairs room〉] is beautiful. 

      S                             V    C 

3. We play badminton in the schoolyard during lunch breaks. 

  S   V     O 
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1. I borrowed a CD from Chris.          

2. Her husband is an engineer in a car company.              

3. The store on the corner sells hot dogs.      

4. That magazine looks interesting.        

5. A strange thing happened to me yesterday.   
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1.  my teeth  まさか my tooth なんてこと… ムリだよね？ 

2.  客観的に小さいことをいうのは small ⇔ little（感情的に小さくてかわいい、愛らしいの気持ちが含まれる） 

3.  本当のことを言う＝ tell the truth  フレーズで覚えよう！  

否定文・疑問文・命令文を作るときは、（助動詞のある文については またあとで。） 

 be 動詞  の場合と、 一般動詞  の場合の 2 通りがある。 

※一般動詞とは、be 動詞以外の全ての動詞を指す。 

今後、「○○動詞」という呼び方を今後たくさん見たり聞いたりしますが、 

全ての動詞を 2 分割できるのは、この分け方のみ！ 

enter は他動詞だから、後ろに前置詞は不要 

3. 値札(price tag)の前に “a” を付け忘れていませんか？ 

4.  ice creamは無冠詞でOK（ “an”は不要） 

“” 

 

か？ 

 

What a stylish watch this is! は× 

これはなんておしゃれな腕時計なの！ 

［ O ］    

［ C ］   

［ O ］ 

［ C ］ 

［ M ］ 
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1. My brother doesn’t eat breakfast.   

2. He sat on the chair.    

3. I gave her a bus ticket. 

4. This salad tastes a little sour.    

5. “What did your parents buy for your birthday?” “They bought me a new computer.” 

                                       They bought a new computer for me. × 

                                               ※旧情報→新情報の順で書く！            

                                               They bought a new computer to me. × 論外！   

 

Lesson 2  Practice 2 解答 補足と解説 
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1. You look disappointed at the score.    あなたはその結果にがっかりしているように見える。 

2. We discussed the problems of our team.  私たちはチームの問題について議論した。 

3. I talked to my teacher about my problem. 私は先生に私の問題について話した。 

4. His rude behavior made me angry.    彼の失礼な行動は私を怒らせた。 

5. I sent my host mother a greeting card.  私はホストマザーにグリーティングカードを送った。 

3 

1.  apologize は自動詞   

2.  他動詞 stand ＝ ～を我慢する 自動詞 stand ＝ 立っている、立つ 

3.  他動詞 run = ～を経営する 自動詞 run = 走る どの石油会社か特定されてないので an oil company  

5.  手をあげる ＝ raise one’s hand  

            one’s は所有格の(代)名詞 my, your, his, her, their など 
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1. “Were there many people at the party yesterday?” “Yes. I talked to a lot of people.” 

                                                         

2. I painted the kitchen wall white.  

 

3. My grandmother married my grandfather when she was nineteen. 

 

4. I found her advice very useful.  

       スペル大丈夫？ advise は動詞！ ちなみに advice は不可算名詞  

 

5. I object to smoking here.   

[自動詞] 

[他動詞] 

[自動詞] 

[他動詞] 

[他動詞] 

 

breakfastは基本無冠詞 

座ったのはどの椅子か特定されて(分かって)いるので the chair 

少し＝ a little 

聞き手がいる時は talk がよいね 

塗った壁は特定されるので the kitchen wall 

marryは他動詞 後ろに前置詞不要 

object は自動詞、後ろに前置詞が必要 

ここでの toは前置詞なので後ろは名詞か動名詞！ 

smoking =喫煙(すること) 

 

withもOK 


