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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第2級
①　命令文とは?　一般動詞のもの [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　<~は　ドウする文>　 命令文 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　<~は　ドウする文>　pleaseの命令文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　<~は　ドウする文>　Don'tの命令文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　<~は　ドウする文>　Let'sの勧誘文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　<~は　ドウする文> 　命令文　総合 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

⑦　助動詞 canの用法 [学習] ‥‥ 15 ~ 16

⑧　助動詞 canの用法　その肯定形・否定形・疑問形の導入 [文法] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　助動詞 canの用法　肯定文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　助動詞 canの用法　否定文 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　助動詞 canの用法　疑問文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　助動詞 canの用法　疑問詞のついた疑問文　　　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　助動詞 canの用法の文の応答　１ [応答] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　助動詞 canの用法の文の応答　２ [応答] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　いろいろな疑問文の応答 [応答] ‥‥ 31 ~ 32

【学習の手引き】 　

(1) 「学習」の項目は、プリントをよく読んで理解しましょう。
(2) 「語順」「英作」「応答」などの項目では、声を出しながら問題を解き、英作文にチャレンジ

しよう。
(3) なれてきたら、完成文だけを書いてもいいです。
(4) 完成文まで書き終えたら、あなたが作った英文をネイティブスピーカーはどう発音するか、CD

で何度も聞き、あなたも後について読みましょう。

(5) 各級を終えたら、今度はCDだけ聴き、日本語の読み上げに続いて、すぐに英語で言ってみま
しょう。
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単語表　１年2級で登場する単語 　

【助動詞など】 【名詞など】

□□~できる can　[キぁン]　 □□フランス語 French　[フレンチ]

 　 □□箱(はこ) box　[バックス]

【動詞など】  　 □□辞書 dictionary　[ディクショネリ]

□□買う buy　[バイ] □□みんな everyone　[エブリィワン]

□□掃除する clean　[クりーン] □□写真 picture　[ピクチャ]

□□泣く cry　[クライ] 　 □□曲・歌 song　[ソーング]

□□踊る dance　[ダぁンス] □□こと・もの thing　[すィング]

□□(宿題などを)する do　[ドゥー] 　 □□バイオリン violin　[バイオりン]

□□運転する drive　[ドゥライブ] 　 □□窓 window　[ウインドウ]

□□見つける find　[ファインド] 　 □□単語 word　[ワード]

□□食べる・有する have　[ハぁブ]

□□手伝う help　[ヘるプ] 　 【副詞など】

□□笑う laugh　[らぁフ] □□早く early　[ア~リ]

□□見る look　[るック] 　 □□速く fast　[フぁスト]

□□作る make 　[メイク]　 □□一生懸命に hard　[ハード]

□□開ける open　[オゥプン] 　 □□ここで・ここに here　[ヒア]

□□練習する practice　[プラぁクティス] □□長く long　[ろング]

□□読む read　[リード] 　 □□ゆっくり slowly　[スろウリ]

□□閉める shut　[シャット] □□そこで・そこに there　[ぜア]

□□歌う sing　[スィング] 　 □□いっしょに together　[トゥゲざ]

□□すわる  sit　[スィット] □□~といっしょに with　[うぃず]

□□話す speak　[スピーク] 　

□□立つ stand　[スタぁンド] 【形容詞など】

□□滞在する stay　[スティ] 　 □□多くの many　[メニ]

□□泳ぐ swim　[スゥイム]

□□(写真を)撮る take　[テイク] 　 【その他】

□□使う use　[ユーズ] 　 □□どうか・どうぞ please　[プりーズ]

□□歩く walk　[ウォーク] 　 □□~しましょう Let's　[れッツ] 

□□洗う wash　[ワッシュ] 

□□(テレビなどを)見る watch　[ワッチ]  　

□□書く write　[ライト] 



[１]　命令文の学習
命令文は、文字通り「~しなさい」と相手に命令することです。
命令する場合、目の前に相手がいるのでわざわざYouをつける必要はありま
せん。目の前にいない人に命令することはありえないからです。
したがって、命令文は「ドウしろ」と動詞の原形フレーズを使います。
ただ、命令文と言っても、相手に「~しろ」から
「~してください」までさまざまあります。
話し手や文の前後関係で判断するしかありません。
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課題　命令文　Please ̃, Don't ̃,  Let's ̃                      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第2級 ①

　オウプン　　ざ　　　　ドー

【基本文】  Open the door.
ドアを開けなさい

[Ⅱ] 　動詞フレーズの種類(一般動詞)

動詞の種類によって、動詞がみちびくことばはきまっています。
いずれにしても、動詞はフレーズで、つまり意味ある単位で暗記することが

大切です。

(1) 動詞+副詞のもの

Run fast.
速く走りなさい

(2) 動詞+方位副詞のもの

Get up.
起きなさい

(4) 動詞+前置詞+名詞のもの

Look at the door.
ドアをもー見なさい

(5) 動詞+目的語のもの

Study English.
英語を勉強しなさい
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[Ⅲ]　依頼の意味をあらわす命令文

「どうか~してください」とか「どうぞ~してください」と、相手に依頼するときは、文頭
や文尾にpleaseをつけます。

英文では、pleaseを文尾につける場合は、<,>(カンマ)をつけます。

[英文の生産]

Please, Please stand up.
どうか　  ----> どうかお立ちください

Stand up. Stand up, please.
立ちなさい   --> どうかお立ちください

[Ⅳ] 　勧誘の意味をあらわす命令文

「~しましょう」と、相手をさそう(勧誘という)命令文の一種です。

この場合、文頭にLet'sをおきます。

[英文の生産]

Let's Let's  work.
~しましょう  ----> いっしょに働きましょう

[Ⅴ] 　禁止の意味をあらわす命令文

「~してはいけません」「~したらダメです」と、禁止の意味をあらわす命令文は文頭に、
Don'tをおきます。

[英文の生産]

Don't Don't cry. Don't run.
~してはいけない  ----> 泣いてはだめよ 走っちゃダメよ

※　「どうか~しないでください」とていねいに表現する場合は、pleaseを

つけます。

Please don't cry. どうか泣かないでください

Don't cry, please. どうか泣かないでください


