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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第4級
①　<~は　ドウする文>　代名詞の目的格を使って [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　<~は　ドウする文>　肯定文 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　<~は　ドウする文>　否定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　<~は　ドウする文>　疑問文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　一般動詞の肯定形・否定形・疑問形 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　<~は　ドウする文>　一般動詞の応答文　１ [応答] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　<~は　ドウする文>　一般動詞の応答文　２ [応答] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　<~は　ドウする文>　一般動詞の応答文　３ [応答] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　代名詞の主格・所有格・目的格の選択 [文法] ‥‥ 19 ~ 20

⑩　代名詞の主格・所有格・目的格の選択　総合 [文法] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　代名詞への変換　単数の目的語 [文法] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　代名詞への変換　単数と複数の目的語　　　 [文法] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　代名詞への変換　主格と目的語　その単数 [文法] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　代名詞への変換　主格と目的語　その単数と複数 [文法] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　主語と目的語の変換 [文法] ‥‥ 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4級で登場する単語 　

 　

 　

 　

【動詞など】

□□飼う・持つ have　[ハぁプ]　 □□毎~、すべての every　[エブリ]

□□知っている know　[ノウ] 　 □□いくらか some　[サム]

□□好む・好きだ like　[らイク] 　 □□白い white　[(ホ)ワイト]

□□好む・愛する love　[らブ] 　

□□作る make　[メイク] 【副詞など】

□□(楽器などを)ひく play　[プれィ] 　 □□とても・大変 very　[ベェリ]

□□読む read　[リード] □□とても・大変 much　[マッチ]

□□話す speak　[スピーク] 　 □□じょうずに well　[ウェる]

□□勉強する study　[スタデイ] 　

□□使う use　[ユーズ] 　 【接続詞など】

□□欲する・ほしい want　[ワント] □□~と、そして and　[あンド]

【名詞など】

□□手 hand　[ハぁンド] 　

□□ノート notebook　[ノゥトブック] 　

□□スポーツ sport 　[スポート]　

□□テニス tennis　[テニス]

【形容詞など】  　

□□どんな any　[エニ]

□□黒い black　[ブらぁック]

【代名詞格変化】 　

(主格) (所有格) (目的格) (所有代名詞)

□□ I my me mine  　

□□ we our us ours

□□ you your you yours  　

□□ you your you yours  　

□□ he his him his 　

□□ she her her hers

□□ it its it 　 /

□□ they their them theirs
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課題　<~は　ドウする文> 代名詞の目的格 　　　　　  学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第4級 ①

whosewhomwhosewho

myfather'smyfathermyfather'smyfather

Tom'sTomTom'sTom

theirsthemtheirthey

ititsit

hishimhishe

hersherhershe

yoursyouyouryou

oursusourwe

minememyI

(~のもの)(~を、~に)(~の)(~は、~が)

所有代名詞目的格所有格主格

アイ　らィク　ハー

【基本文】  I like her. 
私は彼女が好きです。

[１]　代名詞の目的格の学習

この女の子が、Maryという名前であり、そのまま「Maryのこと
が好きだ」というのであれば、Maryをそのままつかいます。

I like Mary.

あるいは、「この女の子が好きだ」ということもあります。

I like this girl.

ただ、もうすでに彼女のことが話題になっていた場合、同じ言葉をくり返さないで代名詞をつかっ
てあらわします。この場合に使うのが代名詞の目的格です。

Do you know this girl?   I like her.
あなたはこの女の子を知っていますか?  ぼくは彼女が好きなんです

※　like herとなると、「彼女がすきだ」となりますが、目的格は「~を」と訳す
場合が多いです。
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[Ⅱ]　very muchをつかって「たいへん、とても」という意味を

Thank you very much.はすでに知っていると思います。
これは、I thank you.(私はあなたに感謝します)のIが省略されて、very much(とても、大変)という
ことばがつけ加わったものです。
very muchは、「好きなんだ」けど、「とても好きだ」と使うこともできます。
このveryもmuchも副詞と言い、動詞をかざります。

I like my cat very much.
私、ねこが大好きよ

I like her very much.
私、彼女が大好きよ

※　ねこは本来、itを使いますが、herをつかうこともあります。

[Ⅲ]　very wellをつかって「とてもじょうずに」という意味を

「テニスをする」としても、「じょうずにテニスをする」人もいます。
そんな場合、wellという副詞を使い、さらに「とてもじょうずにテニスをする」人がいれば、
very wellをつかいます。

He plays tennis well.

He plays tennis very well.

※注意したいのは、very muchやvery wellが否定文でつかわれると「あまり~ない」という意味とな
ることです。

I don't like cats very much.
私はねこはあまり好きではないよ

I don't know her very well.
私は彼女のことはあまり知らないよ


