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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第8級
①　<~は　イる・アる文>とは? [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②　<~は　イる・アる文> There is ̃の文 [学習] ‥‥ 5 ~ 6

③　<~は　イる・アる文> 　肯定文・否定文・疑問文 [文法] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　<~は　イる・アる文> 　主語が人 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　<~は　イる・アる文> 　主語が人+場所句 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　<~は　イる・アる文> 　主語が人以外のもの [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　<~は　イる・アる文> 　否定文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　<~は　イる・アる文> 　疑問文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　There is[are] ̃.の文　主語が人以外　肯定文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　There is[are] ̃.の文　主語が人・動物　肯定文 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　There is[are] ̃.の文　主語が人・動物　否定文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　There is[are] ̃.の文　主語が人・動物　疑問文　　　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　<~は　イる・アる文> 　応答文　1 [応答] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　<~は　イる・アる文> 　応答文　2 [応答] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　<~は　イる・アる文> 　応答文　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8級で登場する単語 　

【方位語など】方位副詞・前置詞

□□ここに here　[ヒア]　 □□門(もん) gate　[ゲイト]

□□そこに there 　[ぜア]　 □□台所 kitchen　[キチン]

 　 □□図書館 library　[らィブレリ]

□□~に、~で at 　[アト]　 □□地図 map　[マぁップ]

□□~のそばに by　[バイ] □□サル(猿) monkey　[マンキ]

□□~の中に in 　[イン]　 □□母・お母さん mother　[マざ]

□□~の近くに near　[ニア] □□大阪 Osaka　[オゥサカ]

□□~の上に on 　[オン]　 □□公園 park　[パーク]

□□~の下に under 　[アンダ]　 □□絵 picture　[ピクチャ]

□□部屋(へや) room　[ル(ー)ム]

【形容詞など】 □□店 shop　[シャップ]

□□この this　[ずィス] □□妹・姉 sister　[スィスタ]

□□あの that 　[ざぁット]　 □□駅 station　[スティション]

□□その the　[ざ / ずィ] □□トラ tiger　[タイガァ]

□□木 tree　[トゥリー]

□□２つの two　[トゥー] 　 □□壁(かべ) wall　[ウォーる]

□□いくらか some　[サム] 　 □□窓(まど) window　[ウィンドウ]

□□いくらか any　[エニ] □□動物園 zoo　[ズー]

□□たくさんの many　[メニ]　

□□代名詞  one　[ワン]

【名詞など】 前に出てきた名詞の代用として、または前に
□□アメリカ America　[アメリカ] 　 出てきた名詞と同類のもの(人・もの)を示す。

□□赤ちゃん baby　[ベイビ] 　

□□鳥 bird　[バ~ド] 　

□□箱(はこ) box　[バックス]

□□兄・弟 brother　[ブラざ] 　

□□鳥かご cage　[ケイヂ]

□□カメラ camera 　[キぁメラ]　

□□町・都市 city　[スィティ] 　

□□教室 classroom　[クらスルーム] 　

□□辞書(じしょ) dictionary　[ディクショネリ]

□□ドア door　[ドー] 　

□□たまご egg　[エッグ]

□□父・お父さん father 　[フアーざ]　

□□フォーク fork　[フォーク] 　

□□庭(にわ) garden　[ガードン] 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課題　<~は　アる・イる文>　　　　                   　　   学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第8級  ①

I am We are

You are You are

They are

アイ　あム　ヒア

【基本文】  I am here. 
私はここにいます

[１]　be動詞(am,are,is)は「存在」あらわす。

□(1) まず、「私= I」と、「私たち=we」がいます。

□(2)  つぎに、話し相手の「あなた= you」と、「あなたたち=you」がいます。

□(3) つぎは話題になっている、「彼= he」「彼女= she」「それ= it」と、

「彼ら・彼女ら・それら= they」がいます。
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[Ⅱ]　be動詞はあらゆる「存在」をあらわす
「存在」するのは、人ばかりではありません。物も動物もあらゆるものが私たちのまわりに「存在」
します。

My dog is. 私の犬(単)がいる

My dogs are. 私の犬(複)がいる

The apple is. そのりんご(単)がある

The apples are. そのりんご(複)がある

※　be動詞(am,are,is)は「存在」をあらわすが、日本語に変える場合、少し注意がいります。
と言うのは、日本語では人や動物は「いる」となり、物なら「ある」ということになるからです。

[Ⅲ]　存在を場所であらわす

「存在」するには、どこかに存在すると説明する場合もあります。
ここでは、単に「ここに」と「そこに」という例をあげておきます。
hereは「ここに」という意味で身近な存在を、一方thereは「そこに」と離れた存在をあらわします。

[英文の生産]

Here. I am here.
ここだよ   -----> 私はここにいるよ。

There. You are there.
そこだよ   -----> あなたはそこにいるね。
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課題　<~は　アる・イる文> There is ̃.と場所句　       学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第8級  ②

I am here You are there

in

by

on

under

ウィ　　アー　　イン　　ジャパぁン

【基本文】  We are in Japan. 
私たちは日本にいます

[１]　人や物が「存在」するが、場所は?

(1) まず、「ここに=here」と「そこに=there」があります。
これは副詞と言います。

(2)  前置詞inは名詞をともない、「範囲内」をあらわします。大きさや長さ、あるいは広さ
などの範囲内をあらわします。
日本語では「中に」と訳す場合が多いです。

in America アメリカに

in the room その部屋の中に

in his room 彼の部屋の中に

(3) 前置詞byは、「~のそばに」「~のわきに」の意味です。
near「~の近くに」も近い意味をもっています。

by the tree 木のそばに

by the window 窓のそばに

(4) 前置詞onは、基本的に「接している」という意味があります。

「~の上に」と訳す場合が多いですが、「かかっている」との意味にもなります。

on the desk 机の上に

on the wall 壁にかかって

(5) 前置詞underは、「~の下に」の意味です。

under the tree 木の下に

under the table テーブルの下に
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[Ⅱ]　「(ホラ)~がいるよ」「(ホラ)~があるよ」

Thereは「そこに」という意味の副詞です。これを文頭に使い「(ホラ)そこに~がいるよ、ある
よ」といった意味で使われる文があります。

[英文の生産]

A dog. There is  a dog.
犬よ   ---------> (ホラ)そこに犬がいるよ

Some dogs. There are some dogs.
犬よ   ---------> (ホラ)そこに犬がいるよ

※ 「(ホラ)そこに」という表現は、わかりやすくするためにつかったもので、わざわざ訳す必要はあ
りません。単に「犬がいます」でいいです。

※ また、この文に使われているthereは主語ではなく、a dogやsome dogsが主語です。
したがって、be動詞は、これらの主語によって決まることに注意してください。

[Ⅲ]　There is(are) ̃.の否定文

There is not a dog. 犬はいません

There are not any dogs. 犬はまったくいません

※ not anyは「まったく~ない」という意味になります。

[Ⅳ]　There is(are) ̃.疑問文と応答

Is there a dog? 犬がいますか?

Is there any dogs? 犬がいくらかいますか?

※　否定文や疑問文では、someを使わずにanyをつかいます。

[Ⅴ]　There is(are) ̃.文と場所

この文は、Thereを文頭に置き、「(ホラ)そこに」とまず相手の
注意をひき、後ろにその場所を具体的に述べるのがふつうです。

There is  a dog by the chair.
いすのそばに犬がいます

There are three books on the table.
テーブルの上に本が３冊あります。
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課題　肯定、否定、疑問の用法　be動詞現在形　 　       学習日__月___日

 評価　A・B・C文　　法　　問　　題１年・第8級  ③

◇ 　例のように、次の問いに英語で答えなさい。

例.  私はいます。 私はいません。 私はいますか?

   I am           ̃.      I'm not        ̃.      Am I             ̃?  

1.    あなたはいます。 あなたはいません。 あなたはいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 

2.    私たちはいます。 私たちはいません。 私たちはいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 

3.    あなたたちはいます。 あなたたちはいません。 あなたたちはいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 

4.    トム(Tom)はいます。 トムはいません。 トムはいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 

5.    彼はいます。 彼はいません。 彼はいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 

6.    彼女はいます。 彼女はいません。 彼女はいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 

7.    エミ(Emi)はいます。 エミはいません。 エミはいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 

8.    あなたはいます。 あなたはいません。 あなたはいますか?

➡                           ̃.  ➡                           ̃. ➡                           ̃? 


