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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第5級
①　<~は　ドウする文> 一般動詞を使って [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　三人称単数現在形の作り方 [学習] ‥‥ 5 ~ 6

③　be動詞から一般動詞への転換　１ [文法] ‥‥ 7 ~ 8

④　be動詞から一般動詞への転換　２ [文法] ‥‥ 9 ~ 10

⑤　一般動詞の肯定形・否定形・疑問形 [文法] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　<~は　ドウする文> 　肯定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　<~は　ドウする文> 　否定文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　<~は　ドウする文> 　疑問文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　<~は　ドウする文> 　目的語が複雑なもの　肯定文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　<~は　ドウする文> 　目的語が複雑なもの　否定文 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　<~は　ドウする文> 　目的語が複雑なもの　疑問文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

⑫　<~は　ドウする文> 　一般動詞自動詞のもの　　　 [学習] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　<~は　ドウする文> 　自動詞+副詞のもの [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　<~は　ドウする文> 　自動詞+副詞句のもの [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　be動詞と一般動詞の文 [語順] ‥‥ 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5級で登場する単語 　

【動詞など】

□□ユウする have　[ハぁブ]　 □□数学 math　[マす]

□□ has　[ハぁズ] 　 □□音楽 music　[ミューズィック]

□□(宿題などを)する do　[ドゥー] 　 □□プール pool　[プーる]

□□来る come　[カム] 　 □□ラケット racket　[ラぁケット]

□□踊る dance　[ダぁンス] □□川 river　[リバァ]

□□得る・到達する get 　[ゲット]　 □□駅 station　[スティション]

□□行く go　[ゴウ] □□テープ tape　[テイプ]

□□知っている know 　[ノウ]　 □□テニス tennis　[テニス]

□□好む・好きだ like　[らイク] 　 □□バレーボール volleyball　[バりィボーる]

□□聞く listen　[りスン] 　 □□動物園 zoo　[ズー]

□□住む live　[りブ]

□□見る look　[るック] 　 【副詞・前置詞など】

□□(楽器などを)ひく play　[ぷれィ] □□速く fast　[フぁスト]

□□走る run　[ラン] 　 □□一生懸命に hard　[ハード]

□□歌う sing　[スィング] 　 □□家に home　[ホウム]

□□すわる sit 　[スィット]　 □□ゆっくり slowly　[スろゥり]

□□話す speak　[スピーク] □□じょうずに well　[ウェる]

□□立つ stand 　[スタぁンド]　

□□勉強する study　[スタディ] □□離れ去って away　[アウェイ]

□□泳ぐ swim 　[スゥィム]　 □□外に out　[アウト]

□□使う use 　[ユーズ]　 □□上に up　[アップ]

□□歩く walk　[ウォーク] 　

□□欲する want　[ワント] □□~について about　[アバウト]

□□働く work　[ワ~ク] 　 □□~にそって along　[アろーング]

□□書く write　[ライト] □□~に at　[あット]

□□話す talk　[トーク] 　 □□~のそばに by　[バイ]

□□~のために for　[フォー]

【名詞など】 □□~から from　[フラム]

□□バスケットボール basketball　 □□~の中に in　[イン]

[バぁスケットボーる] □□~の近くに near　[ニア]

□□バス bus　[バス] □□~に to　[トゥー]

□□ケーキ cake 　[ケイク]　 □□~といっしょに with　[ウィず]

□□教会 church　[チャ~チ]

□□クラス class　[クらぁス] 　

□□教室 classroom [クらぁス ルーム]　

□□英語 English　[イングりッシュ] 　

□□ホットドッグ hot dog　[ハット　ドッグ]

□□手紙 letter　[れタ] 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課題　 <は　ドウする文> 一般動詞を使った文　　         学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第5級 ①

アイ　プれィ  　テニス　　　　　　エブリー　　　デイ

【基本文】  I play tennis (every day). 
私は(毎日)テニスをします。

[１]　「~をドウする文」とは?

動詞には、be動詞とそれ以外の一般動詞という区別があります。先に登場したhaveも一般動詞の
ひとつでした。これから多くの一般動詞が登場しますが、これらを<~は　ドウする文>として説
明していくことにします。
ただ、ここで大切なことは、一般動詞だけを覚えないで、フレーズ(意味ある単語の集まり)として、

暗記していくことです。

play tennis テニスをする

play the piano ピアノをひく

like baseball 野球が好きだ

like music 音楽が好きだ

write a letter 手紙を書く

study music 音楽を勉強する

make a cake ケーキを作る

[英文の生産]

play tennis I play tennis.
テニスをする   ------> 私はテニスをします

※　注意していただきたいのは、一般動詞の文が現在形の場合、日本語の訳がとてもあいまいになることで
す。と言うのは、例えば、I play tennis.をそのまま日本語に訳すと、「私はテニスをします」となり、
これだと「これからテニスをする」といった意味にもとれることになります。そこで、今後登場する
一般動詞をつかった文は、「いつも~する」「毎日~するのを常としている」などととらえるようにし
てください。ただ、「好きだ」とか「知っている」などでは問題はないのですが、

[復習] 

<~は　アる・イる文> <~は　ユウする文>

I am here. I have a racket.

I am here. I am a girl. I am happy.
私はここにいるよ 私は女の子よ 私は幸せよ
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[Ⅱ]　現在形動詞フレーズの２つのタイプ
have a bookとhas a bookという２つのタイプがありました。

他の一般動詞のフレーズもまったく同じです。

① be動詞のam,areをとる主語  ---  have a book, play tennis, like music

② be動詞のisをとる主語  ------ has a book,  plays tennis, likes music

①の動詞フレーズを現在形動詞フレーズ、②の動詞フレーズを三単現の動詞フレーズ
と言いいます。三単現は、「三人称」「単数」「現在形」を省略したことばです。

[英文の生産]

like music I like music.
音楽が好きだ   ----> 私は音楽が好きです

likes music She likes music.
音楽が好きだ   ----> 彼女は音楽が好きです

[Ⅲ]　一般動詞の否定文の作り方
be動詞の否定文では、I am not ̃. She is not ̃となっていましたが、一般動詞では次のよう

に

do notとdoes notを使ってあらわします。

be動詞のam,areをとる主語  ---  I do not, We do not, You do not
be動詞のisをとる主語  ------ She does not, He does not

is>has>doesは、どちらもイズ>ハズ>ダズと<ズ>の感覚が共通しています。

ただし、does notに続く動詞フレーズは原形動詞フレーズとなります。
[英文の生産]

play tennis I do not play tennis.
テニスをする   ----> 私は(ふだん)テニスをしません

play tennis She does not play tennis.
テニスをする   ----> 彼女は(ふだん)テニスをしません

[Ⅳ]　一般動詞の疑問文の作り方
be動詞の疑問文では、Are you ̃?や Is she ̃?となっていましたが、一般動詞では次の
ようにDoとDoesを使ってあらわします。

be動詞のam,areをとる主語  ---  Do you, Do I, Do they
be動詞のisをとる主語  ------ Does she, Does he 

is>has>doesは、どちらもイズ>ハズ>ダズと<ズ>の感覚が共通しています。

ただし、Does sheに続く動詞フレーズは原形動詞フレーズとなります。

[英文の生産]

play tennis Do you play tennis?
テニスをする   ----> あなたは(ふだん)テニスをしますか?

play tennis Does she play tennis?
テニスをする  ----> 彼女は(ふだん)テニスをしますか?

※　ここでも、「テニスをしません」とか「テニスをしますか?」ということは、「ふだんテニスを
しない」とか、「ふだんテニスをしますか?」という意味であることは言うまでもありません。
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課題　一般動詞の三人称単数現在形  　　　　　　　　   学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第5級 ②

　be動詞と一般動詞の文
be動詞以外の動詞を一般動詞と言います。
be動詞は「存在」をあらわし、一般動詞は「行動や欲求」をあらわします。

ここでは、主語に対応するbe動詞と一般動詞の選択を確認してください。

am ・are ----  go there 現在形動詞フレーズ
is  --------  goes there 三単現動詞フレーズ

　※　I go there.を「私はそこに行きます」としていますが、「いつもそうしている」の意味です。

I am here. 私はここにいます I go there.　私はそこに行きます

<~は　アる・イる文> <~は　ドウする文>

You are here. 君はここにいます You go there.　君はそこに行きます

She is here.　彼女はここにいます She goes there.彼女はそこに行きます
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play→playsbuy→buysenjoy→　enjoys

ただし、「母音字+y」は、そのままsをつける

look→looks
close→closes
swim→swims
run→runs
open→opens
want→wants

love→loves
write→writes
know→knows
help→helps
use→uses
read→reads

fly→flies
study→studies

cry→cries
carry→carries

try→tries

finish→finishes
cross→crosses
teach→teaches

do→does
wash→washes
watch→watches

go→goes

like→likes

語尾が「子音字+y」な
ら、yをiにかえてesをつ
ける

語尾がs,o,x,ch,sh
なら、esをつける

ふつうはsをつける

作り方の規則

③

②

①

例

have→has④形がかわるもの

そこに行くgothere

りんごがほしいwanttheapples

彼の妹たちを知っているknowhissisters

車を使うusethecar

本を２冊持っているhavetwobooks

人形を作るmakeadoll

英語を話すspeakEnglish

ピアノをひくplaythepiano

ケーキを作るmakeacake

音楽を勉強するstudymusic

手紙を書くwritealetter

音楽が好きだlikemusic

テニスをするplaytennis

野球が好きだlikebaseball

一般動詞の変化
動詞には、規則変化と不規則変化があります。

[１] 規則変化をするもの---- sまたはesをつけるもの

[2] 不規則変化をするもの---- s,esがつかないもの

一般動詞の動詞フレーズ


