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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第7級
①　疑問詞　where・whoと<~は　イる・アる文> [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　疑問詞　what・whoの主語としての用法 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　疑問詞　whereの用法　１ [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　疑問詞　what・whoの主語としての用法 [応答] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　疑問詞　whereの用法　２ [応答] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　There is[are] ̃.の疑問文とその応答 [応答] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　疑問文とその応答 [応答] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　疑問詞　who・what・how・whereの用法 [文法] ‥‥ 17 ~ 18

⑨　疑問詞　howとwhenの用法 [学習] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　疑問詞　howの用法 <ドンナだ文> [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　疑問詞　how oldの用法 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　疑問詞　how+形容詞の用法　　　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　疑問詞　howの疑問文の応答　1 [応答] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　疑問詞　howの疑問文の応答　2 [応答] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　疑問詞　howの疑問文の応答　3 [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7級で登場する単語 　

【方位語など】(方位)副詞・前置詞

□□どのように how　[ハゥ]　 □□インチ inch　[インチ]

□□どこに where 　[(ホ)ウェア]　 □□湖(みずうみ) lake　[れイク]

□□いつ when　[(ホ)ウェン] 　 □□居間(いま) living room　[りビング　ルーム]

 　 □□メートル meter　[ミター]

□□~のために for　[フォー] □□マイル mile　[マイる]

□□~の中に in 　[イン]　 □□サル(猿) monkey　[ハゥ]

□□~の上に on　[オン] □□月、ひと月 month　[マンす]

□□~まで・~へ to 　[トゥー]　 □□山 mountain　[マウンテン]

□□~の下に under　[アンダ] 　 □□音楽室 music room[ミュージック　ルーム]

 　 □□公園 park　[パーク]

【形容詞など】 □□ペン pen　[ペン]

□□いくつか some　[サム] 　 □□ピアノ piano　[ピあノウ]

□□多くの(数) many　[メニ] □□部屋(へや) room　[ル(ー)ム]

□□多くの(量) much 　[マッチ]　 □□学校 school　[スクーる]

 　 □□２階 second floor[セカンド　フろー]

□□遠い far　[ファー] 　 □□３階 third floor　[さード　フろー]

□□元気な fine　[ファイン] □□町 town　[タウン]

□□(山などが)高い high　[ハイ] 　 □□窓 window　[ウィンドウ]

□□長い long　[ろーング] □□年 year　[イア]

□□背が高い tall 　[トーる]　

 　 【動詞など】

【名詞など】  　 □□感謝する thank　[さぁンク]

□□何が what　[(ホ)ワット]  □□Thank you. ありがとう。

□□だれが who　[フー]  　

□□かばん bag　[バぁッグ]  　

□□誕生日(たんじょうび)birthday　[バーすデイ]   　

□□本 book　[ブック]  　

□□箱(はこ) box　[バックス] 

□□橋 bridge　[ブリッヂ]  　

□□建物 building　[ビるディング] 

□□車・自動車 car 　[カー] 　

□□いす chair 　[チェア] 　

□□フィート feet 　[フィート] 　

□□家 house　[ハウス] 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課題　疑問詞 where, whoと< ~は　アる・イる文>        学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第7級 ①

(ホ)ウェア　　　アー　　ユー

【基本文】  Where are you? 

あなたはどこにいるの?

[１]　「どこに?」と場所を聞く疑問文

[英文の生産]

Where? Where is Tom? He is under the tree.
どこなの?   ------> トムはどこにいるの?

Where? Where is your dog? It is in its house.
どこなの?   ------> あなたの犬はどこにいるの?

Where? Where are her books? They are on the table.
どこなの?   ------> 彼女の本はどこにあるの?

Tom is under the tree. Your dog is in its house. Her books are on the table.
トムは木の下にいるよ 君の犬は自分の家にいるよ 彼女の本はテーブルの上にあるよ

※  whereは主語ではなく、be動詞はTomやyour dogなどの主語によってきまります。
これらの文の応答は、under the treeなどの場所で答えます。
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ゴースト

[Ⅱ]　「だれがいるか?」「何が~いるか?」を聞く疑問文
Whoやwhatが主語となり、「だれが~いるのか?」とか、「何が~いるのか?」と問う疑問文です。

What? A ghost is. 
何だよ? ゆうれいだよ

[英文の生産]

Who? Who is there? Tom is.
だれなの?   ------> だれがそこにいるの? トムだよ

What? What is there? A ghost is.
何なの?   -------> 何がそこにいるの?

[Ⅲ]　「どれだけ多くの~」と数を聞く疑問文
Howは単独で、「どのように」「いかが」の意味でつかいますが、manyをともなって「どれだけ多
くの~」「何人の~」「いくつの~」など「数」を聞く疑問文を作ります。

[英文の生産]

How many books? How many books are there?
何冊の本なの?   ---------> そこに本が何冊あるの?

There are four books.
本は４冊あるよ

How many boys? How many boys are there?
何人の男の子なの?   ------> そこに男の子は何人いるの?

There are four boys.
男の子が４人いるよ

※ 上の文のthereに続けたり、あるいは省略して、次のような文もあります。

How many boys are (there) under the tree?
木の下には男の子は何人いますか?


