
前回の課題 p14-p15の解答です
Check 1
1) clean (私は日曜日には自分の部屋の掃除をする．) 2) does (ケンはたいてい夜に宿題をする．)
3) goes (兄[弟]は毎日バスで登校する．) 4) are (ジェフとロイは，今日はついている．)
5) likes (エミリーは日本食が好きだ．)
Check 2
1) called (私は昨夜ジュディに電話をした．) 2) were (私たちはこの前の金曜日，とても忙しかった．)
3) studied (メアリーとキムは昨日いっしょに英語を勉強した．) 4) stopped (雨は 1時間前にあがった．)
5) left (ホンダさんは 2，3分前に事務所を出た．)
Check 3
1) am waiting (私はナナを待っています．) 2) is sleeping (姉[妹]は今自分の部屋で眠っています．)
3) are talking (彼らは新しい映画について話しています．)
Check 4
1) have, finished (私はもう宿題を終えている[終えてしまった]．)
2) have played (シンとリサは 2度いっしょにテニスをしたことがある．)
3) has been (アイコは 2年間医者をしている[医者になって 2年になる]．)

Lesson 3 EXERCISES 解答
① 1) have just arrived (どっちのチームが勝っているの．―わからない．ちょうどここに着いたところなの．)

2) have talked (エリを知っていますか．―ええ．前に話したことがあるわ．彼女は親しみやすいわよ．)
3) has lived (ケンはどこに住んでいるの．―神戸だよ．赤ちゃんのころからずっとそこに住んでいるよ．)

② 1) haven't seen, for 2) has gone 3) has, used 4) have already washed
③ 1) has been waiting 2) has been snowing 3) have been studying
④ 1) have wanted (私は昨年から新しいかばんがほしいと思っている．)

2) did you buy (あなたはいつ自転車を買ったの．― 2日前です．)
3) have passed, moved (私がここに引っ越してから 3年になる．)

⑤ 1) long have you lived[been] 2) Have you, been to 3) hasn't come, yet 4) has been reading the book 5) has gone to

Lesson 4 EXERCISES 解答
① 1) had not[hadn't] started (私がその競技場に着いたとき，試合はまだ始まっていなかった．)

2) had visited (私は修学旅行より前に一度沖縄を訪れたことがあった．)
3) had lived (日本に引っ越す前に，彼らは 10年間テキサスに住んでいた．)
4) had bought (エマは自分の新しい財布を私に見せてくれた．彼女はそれをその前日に買っていた．)
5) had talked (彼に会う前に，私は電話で彼と話したことがあった．)

② 1) had been waiting (サラはリックが来るまで，１時間ずっと彼を待っていた．)
2) had been working (佐藤さんは朝からずっと熱心に働いていたので，とても疲れていた．)

③ 1) will have taken (もう一度受ければ，エミリーは運転免許試験を 3回受けたことになる．)
2) will have learned (私たちは次の 3月で 6年間英語を学んだことになる．)
3) have done (宿題をやってしまったらすぐに電話するよ．)
4) will have finished (9時以降に電話してください．その時までには夕食を終えているだろうから．)

④ 1) had never[not] heard 2) had been running 3) will have ended 4) have watched 5) had won
⑤ 1) had already gone home when I arrived 2) had been playing soccer until 3) will have known each other for
Lesson 5 EXERCISES 解答
① 1) 私の傘を使ってもいいですよ．―ありがとう．

あのかばんが私の(もの)であるはずがない．私のは黒い．
2) あなたの隣に座ってもよろしいですか．―もちろんです．
マークは今日，欠席している．彼は病気かもしれない．

3) 自転車をここにとめてはいけません．
ジョンはアンの友だちです．彼は彼女のメールアドレスを知っているにちがいない．

② 1) Can (私の声が聞こえますか．―はい，今は聞こえます．)
2) May 〔Canでもよいが，ここでは 1)の解答が Canなので，Mayのみ正解．〕
(この本を借りてもいいですか，スミス先生．―もちろん．)

3) be able to (心配しないで．あなたは 2，3日で自転車に乗れるようになるでしょう．)
4) have to (ボブには時間がない．彼は急がなければならないだろう．)
5) must (リサは昨夜イタリアから帰国した．今日は疲れているにちがいない．)
6) cannot (ベンは以前に何度もうそをついている．彼が正直者のはずがないよ．)
7) don't have to (あなたは腕時計をとてもたくさん持っているね．新しいのを買う必要はないわ．)
8) must not 〔cannotでもよいが，ここでは 6)の解答が cannotなので，must notのみ正解．〕
(あの赤ん坊は眠っている．私たちは大きな声で話してはいけないよ．)

③ 1) Tim will be able to play the guitar well soon.(ティムはすぐにうまくギターを弾けるようになるだろう．)
2) I had to finish the report by five yesterday. (昨日は 5時までにレポートを仕上げなければならなかった．)

④ 1) can[may] I use 2) may not come 3) don't[won't] have to 4) must be
Lesson 6 EXERCISES 解答
① 1) should; ジェーンは 2時間前にここを出発した．今ごろは彼女は家にいるはずだ．

2) ought; 君は具合が悪そうだ．医者に診てもらうべきだよ．
② 1) had better leave here 2) ought not to trust him 3) had better not go out
③ 1) Will; 君の姉[妹]さんを私に紹介してくれませんか．―ええ，もちろん．

2) Shall; かばんをお持ちしましょうか．―大丈夫ですが，(親切に声をかけてくださり)ありがとうございます．
3) Shall; 今夜パーティーを開きましょうか．―ええ，そうしましょう．

④ 1) may have met 2) should have told 3) must have known 4) cannot have read
⑤ 1) should not eat 2) Shall we 3) cannot[can't] have been 4) may have left

5) should not have told


