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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第6級
①　<~は　ユウする文> have・hasの動詞を使って [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　be動詞現在形の選択とhave・hasの選択　肯定形 [文法] ‥‥ 5 ~ 6

③　be動詞現在形の選択とhave・hasの選択　否定形 [文法] ‥‥ 7 ~ 8

④　be動詞現在形の選択とhave・hasの選択　疑問形 [文法] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　<~は　ユウする文> have・hasの用法　肯定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　<~は　ユウする文> have・hasの用法　否定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　<~は　ユウする文> have・hasの用法　疑問文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　<~は　ユウする文> have・hasの用法　応答文 [応答] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　<ユウする文><ドンナだ文><ナニだ文> [英作] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　<ユウする文><ドンナだ文><ナニだ文> その複数形 [英作] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　<ユウする文><ドンナだ文><ナニだ文> theとit [英作] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　<ユウする文><ドンナだ文><ナニだ文> その複数形　　　 [英作] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　肯定文から否定文・疑問文への書きかえ [文法] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　肯定文から否定文・疑問文への書きかえ　目的語が複数形 [文法] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　be動詞とhave動詞の疑問文を使った応答 [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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塾や学校及びグループで使用される場合は、必ず当研究会の許可を得てください。

もし無断で使用された場合は、著作権の侵害となります。
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単語表　１年6級で登場する単語 　

【動詞など】 【形容詞など】

□□ユウする have　[ハぁブ]　 □□黒い black　[ブらぁク]

□□ユウする has　[ハズ] 　 □□青い blue　[ブるー]

 　 □□むずかしい difficult　[ディフィカるト]

【名詞など】  　 □□緑色の green　[グリーン]

□□アルバム album　[あるバム] □□おもしろい interesting　[インタレスティング]

□□りんご apple　[あぷる] 　 □□小さい little　[りトる]

□□かばん bag　[バぁグ] □□長い long　[ろーング]

□□自転車 bicycle 　[バィスィクる]　 □□新しい new　[ニュー]

□□自転車 bike　[バイク] 　 □□古い old　[オウるド]

□□骨(ほね) bone　[ボーン] 　 □□かわいい pretty　[プリテイ]

□□本 book　[ブック] □□赤い red　[レツド]

□□兄・弟 brother　[ブらざ] 　 □□短い short　[ショート]

□□カメラ camera　[キぁメラ] □□白い white　[(ホ)ワイト]

□□置き時計 clock　[クらック] 　

□□人形 doll　[ダる] 　 □□その the　[ざ・ずィ]

□□消しゴム eraser 　[イレィサ]　

□□父・お父さん father　[フアーざ]

□□花 flower 　[フらゥア]　

□□ギター guitar　[ギター]

□□ふちあり帽子 hat　[ハぁト] 　

□□地図 map 　[マぁップ]　

□□母・お母さん mother　[マざ] 　

□□えんぴつ pencil　[ペンスる]

□□ペット pet 　[ペット]　

□□ピアノ piano　[ピあノゥ]

□□ラジオ radio　[レィディオゥ] 　

□□妹・姉 sister　[スイスタ] 　

□□尾(お) tail　[テェィる] 　

□□花びん vase　[ベィス]

□□うで時計 watch　[ワッチ] 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課題　<~は　ユウする文> 一般動詞have, hasの用法     学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第6級 ①

アイ　ハぁブ   ア　　ブック

【基本文】  I have a book. 
私は本を持っています。

[１]　「~をユウする文」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。
ここに登場したhaveも一般動詞のひとつです。
haveはいつも、目的語(名詞)というものをともないひとまとまりの行為や状態をあらわします。
このhave a bookは、「本を持っている」という行為をあらわしています。
ただ注意していただきたいのは、haveという動詞は、日本語に訳す場合に様々な意味になるこ
とです。

have a sister 妹が１人ある

have a dog 犬を１ぴき飼っている

have a bath 風呂に入る

そこで、haveを「~をユウする」と、とらえることにします。

[英文の生産]
have a book I have a book.
本をユウする   --------> 私は本を持っています

have a sister I have a sister.
妹を１人をユウする   ----> 私には妹が１人あります

have two sisters I have two sisters.
妹を２人をユウする   ----> 私には妹が２人あります

I am here. I am a girl. I am happy.
私はここにいるよ 私は女の子よ 私は楽しいよ

[復習] be動詞(am, are, is)は「存在」をあらわします。

<~は　アる・イる文> <~は　ナニだ文> <~は　ドンナだ文>
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[Ⅱ]　have a bookとhas a bookの違い
be動詞も主語によって、am,are,isの選択がありましたが、一般動詞にも同じように動詞の形が変わ
ります。これらを現在形動詞フレーズと呼びます。

次の分類を覚えてください。

be動詞のam,areをとる主語  ---  have a book
be動詞のisをとる主語  ------ has a book

isとhasは、どちらもイズ、ハズと<ズ>の感覚が共通しています。

[英文の生産]
have a sister I have a sister.
妹を１人をユウする   ----> 私には妹が１人あります

has a sister She has a sister.
妹を１人をユウする   ----> 彼女には妹が１人あります

[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(have a sister)となります。

[英文の生産]
have a sister I do not have a sister.
妹を１人をユウする   ----> 私には妹が１人ありません

has a sister She does not have a sister.
妹を１人をユウする   ----> 彼女には妹が１人ありません

[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(have a sister)となります。

[英文の生産]

have a sister Do you have a sister?
妹を１人をユウする   ----> あなたには妹が１人ありますか?

has a sister Does she have a sister?
妹を１人をユウする   ----> 彼女には妹が１人ありますか?
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課題　be動詞現在形の選択とhave,hasの選択　肯定形      学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題１年・第6級 ②

◇ 　例にならって、           にam,are,isのうち適当なものを入れ、
　　右にhave,hasのうち適当なものを続けなさい。

例.My brother       is     ~.  ⇨   My brother has         ~.               

1. I                  ~.  ⇨ ~.

2. We                  ~.  ⇨~.

3. You                  ~.  ⇨~.
　あなたは

4. You                  ~.  ⇨~.
　あなたがたは

5. He                  ~.  ⇨~.

6. She                  ~.  ⇨~.

7. It                  ~.  ⇨~.

8. They                  ~.  ⇨ ~.

9. My dog                  ~.  ⇨~.

  
      

10. My dogs                  ~.  ⇨~.
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MEMO

11.Our teacher                 ~.  ⇨ ~.

12. Our teachers                  ~.  ⇨ ~.

13. My room                  ~.  ⇨~.

14. Our room                  ~.  ⇨~.
　

15. Their uncle                  ~.  ⇨~.

16. My sister                  ~.  ⇨~.

17. This man                  ~.  ⇨~.

18. These boys                  ~.  ⇨~.

19. The child                  ~.  ⇨ ~.

20. The children                  ~.  ⇨~.

        

21. Tom and Bill's cat                ~. ⇨~.     

22. Tom and Bill's cats             ~. ⇨~.


