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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第9級
①　選択疑問文/what・whose・which+名詞の文 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②   Is this A or B?の疑問文　ナニだ文 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　Is this A or B?の疑問文　ドンナだ文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　Is this A or B?の疑問文　応答文 [応答] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　what+名詞の用法　ナニだ文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　what+名詞の用法　応答文 [応答] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　what timẽ?の文　応答文 [応答] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　曜日の表現　応答文 [応答] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　日付の表現　応答文 [応答] ‥‥ 19 ~ 20

⑩　疑問詞　whoseとwhich [学習] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　疑問詞　whose [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　疑問詞　whoseの疑問文と応答文　　　 [応答] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　疑問詞　whoseの疑問文と応答文 [応答] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　疑問詞　which [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　疑問詞　whichの応答文 [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。

Copyright (c) by Nakajima Taichiro  
First Edition 1989   Second Edition 2001 Third Edition 2009
【ご注意】当教材は個人使用に限り、コピーを許可しています。

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9級で登場する単語 　

【形容詞など】
□□だれの whose　[フーズ]　 □□１、１の one　[ワン]
□□どちらの which　[(ホ)ウィッチ] 　 □□２、２の two　[トゥー]

 　 □□３、３の three　[すリー]
□□美しい beautiful 　[ビューティフる] □□４、４の four　[フォー]
□□大きい big　[ビッグ] □□５、５の five　[ファィブ]
□□茶色の brown 　[ブラウン]　 □□６、６の six　[スィックス]
□□むずかしい difficult　[ディフィカるト] □□７、７の seven　[セブン]
□□簡単だ easy　[イーズィ] 　 □□８、８の eight　[エイト]
□□長い long　[ろーング] 　 □□９、９の nine　[ナイン]
□□開いている open　[オウプン] 　 □□10、10の ten　[テン]
□□短い・背が低い short　[ショート] □□11、11の eleven　[イれブン]
□□閉まっている shut 　[シャット]　 □□12、12の twelve　[トゥェるブ]
□□小さい small　[スモーる] □□13、13の thirteen　[さ~ティーン]
□□高い tall  [トーる]　 □□14、14の fourteen[フォーティーン]
□□白い white [(ホ)ワイト] 　 □□15、15の fifteen　[フィフティーン]
□□黄色い yellow  [イエろウ]　 □□16、16の sixteen[スィックスティーン]

□□17、17の seventeen　[セブンティーン]

【名詞など】  　 □□18、18の eighteen　[エイティーン]
□□アメリカ America  [アメリカ] □□19、19の nineteen　[ナインティーン]
□□りんご apple   [あプる]　 □□20、20の twenty　[トゥウェンティ]
□□野球 baseball  [ベィスボーる] 　 □□30、30の thirty　[さ~ティ]
□□鳥 bird   [バ~ド]　 □□40、40の forty　[フォーティ]
□□誕生日(たんじょび) birthday  [バ~すディ] □□50、50の fifty　[フィフティ]
□□カナダ Canada  [キャナぁダ] 　
□□置き時計 clock  [クらック] □□日曜日 Sunday　[サンーディ]
□□色 color  [カら] 　 □□月曜日 Monday　[マンーディ]
□□カップ cup   [カップ]　 □□火曜日 Tuesday　[チューズーディ]
□□日 day   [デイ]　 □□水曜日 Wednesday　[ウェンズーディ]
□□日付 date  [デイト] □□木曜日 Thursday　[さ~ズーディ]
□□皿(さら) dish  [ディシュ] 　 □□金曜日 Friday　[フラィーディ]
□□ドア door  [ドー] □□土曜日 Saturday　[サぁターディ]

□□消しゴム eraser   [イレイサ]　
□□コップ glass [グらぁス] 　 □□１月 January　[ヂぁニュエリ]
□□家 house  [ハウス] 　 □□２月 February　[フェブルエリ]
□□レモン lemon  [レモン] □□３月 March　[マーチ]
□□ユリ lily  [りりー] 　 □□４月 April　[エィプリる]
□□月 month  [マンす] □□５月 May　[メイ]
□□ノート notebook  [ノウトブック] □□６月 June　[ヂューン]
□□オレンジ orange  [オーレンヂ] □□７月 July　[ヂュらイ]
□□ぶた pig  [ピッグ] □□８月 August　[オーガスト]
□□バラ rose  [ロウズ] □□９月 September　[セプテンバ]
□□スポーツ sport  [スポーツ] □□10月 October　[アクトゥバ]
□□テーブル table  [テェィブる] □□11月 November　[ノゥベンバ]
□□テニス tennis  [テニス] □□12月 December　[ディセンバ]
□□時・時間 time  [タイム]
□□木 tree  [トゥリ] □□~時 o'clock　[オクらック]
□□うで時計 watch  [ワッチ]

【副詞など】
□□今日 today　[トゥデイ]

□□今 now　[ナウ]

□□または or　[オー]

□□~によって by　[バイ]
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課題　選択疑問文とwhat, whose, whichの用法 　     　  学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第9級 ①

イズ　ずィス　　ア　キぁト　オー　ア　ドッグ

【基本文】  Is this a cat or a dog?
これはねこなの、それとも犬なの?

[１]　<AかBか」問う疑問文
AかBか、つまり「ねこか犬か」とか、「若いか年寄りか」を問う疑問文はA or Bの形となります。

この疑問に答える場合は、Yesやnoを使わないことに注意してください。

<~は　ナニだ文>の例

[英文の生産]

A dog or a pig? Is this a dog or a pig?
犬なのブタなの?  -----> これは、犬なのブタなの?

A dog. It is a dog.
犬よ   ------------> それは犬よ

<~は　ドンナだ文>の例

Young or old? Is he young or old?
若いの年寄りなの?  ----> 彼は、若いの年寄りなの?

Young. He is young.
若いよ   -----------> 彼は若いよ

[Ⅱ]　What +名詞の疑問文

whatが名詞をともない、「何の~」「ドンナ~」の意味で使われます。

[英文の生産]

What flower? What flower is this?
何の花なの?  --------> これは、何の花なの?

A rose. It is a rose.
バラよ   -----------> それはバラよ

※　この疑問文では、be動詞はwhatではなくthisなどの主語によって

きまります。

What flowers are these?  They are roses.

またこの疑問に答える場合は、YesやNoを使わないことに注意してください。
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[Ⅲ]　時刻を問う疑問文
what timeは、「何時ですか?」の意味です。
ただし、主語はいつもitを使うことに注意してください。

このitは日本語には訳しません。

[英文の生産]

What time? What time is it?
何時なの?  -----> 何時なの?

Ten (o'clock). It is ten (o'clock).
10時よ   -------> 10時よ

※　o'clockは「~時」の意味です。

[Ⅳ]　曜日を問うの疑問文

what dayは、「何曜日ですか?」の意味です。

[英文の生産]

What day? What day is today?
何曜日なの?  ----> 今日は何曜日なの?

Sunday. It is Sunday.
日曜日よ   ------> 日曜日よ

※　What day is it today?とも言えます。

[Ⅴ]　日付を問うの疑問文

「日付」を問うには、主語をthe dateとします。

[英文の生産]

What? What is the date?
何なの?  -------> 日付はいつなの?

April 5th. It is April 5th.
４月５日よ   -----> ４月５日よ

※　以上の疑問文は、すべてYesやNoで答えないことに注意してください。
また、時刻や曜日や日付を答える場合は、いつも主語にitを使います。
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課題　Is this A or  Bの疑問文? 　その１　　　  　     　  学習日__月___日

 評価　A・B・C語　　順　　問　　題１年・第9級 ②

例.  　これは大阪ですが、それとも東京ですか? (地図を見て)
<~は　ナニだ文>

①  これは　~であるか? ⇨   Is this                             
②大阪または東京 ⇨   Osaka or Tokyo           

(完成文)  Is this Osaka or Tokyo?                                

1. 　それはアメリカですか、それともカナダですか?
<~は　ナニだ文>

①  それは　~であるか? ⇨                                    
②  アメリカまたはカナダ ⇨                                         

(完成文)                                                                        

2. 　あれはケン(Ken)ですか、それともトム'Tom)ですか?
<~は　ナニだ文>

①  あれは　~であるか? ⇨                                    
②  ケンまたはトム ⇨                                         

(完成文)                                                                        

3. 　これは本ですか、それともノートですか?
<~は　ナニだ文>

①  これは　~であるか? ⇨                                    
②  本またはノート ⇨                                         

(完成文)                                                                        

4. 　それはレモンですか、それともりんごですか?
<~は　ナニだ文>

①  それは　~であるか? ⇨                                    
②  レモンまたはりんご ⇨                                         

(完成文)                                                                        

5. 　あれはりんごですか、それともオレンジですか?
<~は　ナニだ文>

①  あれは　~であるか? ⇨                                    
②  りんごまたはオレンジ ⇨                                         

(完成文)                                                                        
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6. 　これはうで時計ですか、それとも置き時計ですか?
<~は　ナニだ文>

①  これは　~であるか? ⇨                                    
②  うで時計または置き時計 ⇨                                         

(完成文)                                                                        

MEMO

7. 　これらは机ですか、それともテーブルですか?
<~は　ナニだ文>

①  これらは　~であるか? ⇨                                    
②  机またはテーブル ⇨                                         

(完成文)                                                                        

8. 　あれは私のペンですか、それともあなたのペンですか?
<~は　ナニだ文>

①  あれは　~であるか? ⇨                                    
②  私のペンまたはあなたのペン ⇨                                         

(完成文)                                                                        

9. 　これは彼の家ですか、それとも彼女の家ですか?
<~は　ナニだ文>

①  これは　~であるか? ⇨                                    
②  彼の家または彼女の家 ⇨                                         

(完成文)                                                                       

10.　あれらは窓ですか、それともドアですか?
<~は　ナニだ文>

①  あれらは　~であるか? ⇨                                    
②  窓またはドア ⇨                                         

(完成文)                                                                        

11.　それらはコップですか、それともカップ(湯飲み茶わん)ですか?
<~は　ナニだ文>

①  それらは　~であるか? ⇨                                    
②  コップまたはカップ ⇨                                         

(完成文)                                                                        


