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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第11級
①　所有格 our・your・theirの文 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②   所有格 our・your・theirの用法 [文法] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　所有格の用法　総合文法問題 [文法] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　主格・所有格の選択問題 [文法] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　代名詞・名詞の複数形の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　代名詞・名詞の複数形の用法　否定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　代名詞・名詞の複数形の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　所有代名詞の用法 (「~のもの」表現) [文法] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　所有代名詞への書きかえ [文法] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　疑問詞　whatの応答文　 (「~のもの」表現) [応答] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　主語がwe・you・theyであるものの応答文 [応答] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　主語がthese[those]+名詞のもの　応答文　　 [応答] ‥‥ 25 ~ 26

⑬　be動詞現在形の選択　その否定形 [文法] ‥‥ 27 ~ 28

⑭　be動詞現在形の選択　その疑問形 [文法] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　be動詞現在形の選択　日本語から英語への転換 [文法] ‥‥ 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11級で登場する単語 　

【形容詞など】

□□私たちの our　[アワー]　 □□高校 high school　[ハイ　スクーる]

□□あなたがたの  your　[ユワー]　 □□家 house　[ハウス]

□□彼らの・それらの their　[ぜアー] 　 □□お母さん mother　[マざ]

 　 □□オレンジ orange　[オーレンヂ]

□□この this　[ずィス] □□ピアノ piano　[ぴあノウ]

□□これらの these　[ずィーズ] □□ラジオ radio　[レイディオ]

□□あの that　[ざぁット] □□走者 runner　[ランナー]

□□あれらの those　[ぞウズ]　 □□妹・姉 sister　[スィスタ]

 　 □□泳ぐ人 swimmer　[スイマー]

□□黒い black　[ブらック]　 □□それらは they　[ぜィ]

□□青い blue　[ブるー] □□窓 window　[ウィンドウ]

□□おもしろい interesting　[インタレスティング]

□□古い・年老いた old　[オウるド]  　

【名詞など】  　 【所有代名詞】

□□アルバム album　[あるパム] 　 □□私のもの mine　[マイン]

□□りんご apple　[あプる] □□私たちのもの ours　[アワーズ]

□□自転車 bicycle　[バイスクる] 　 □□あなたのもの yours　[ユワーズ]

□□本 book　[プック] □□彼のもの his　[ヒズ]

□□箱(はこ) box　[バックス] 　 □□彼女のもの hers　[ハーズ]

□□弟・兄 brother　[ブラざ] 　 □□彼らのもの theirs　[ぜアーズ]

□□ケーキ cake　[ケイク] 　

□□いす chair　[チェア]

□□料理人・コック cook　[クック] 　

□□辞書 dictionary　[ディクショネリ]

□□医者 doctor　[ダクタ] 　

□□人形 doll　[ダる] 　

□□お父さん father　[ファーざ] 　

□□花 flower　[フらゥア]

□□友だち friend　[フレンド] 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課題　所有格our, your, theirの文                                      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認 　学　　習１年・第11級 ①

ずィス　イズ　　アワー　ハウス

【基本文】  This is our house.
これは私たちの家です

[１]　所有をあらわす(複数形の所有格)
□(1) our ̃   アワー

自分もふくめて、「私たちの」「ぼくたちの」「われわれの」などの所有関係や親族

関係をあらわします。ourのつぎには名詞をともないます。

□(2)  Your ̃　ユワー

「あなたがたの」「君たちの」と、相手方の所有関係や親族関係をあらわします。
ourのつぎには名詞をともないます。

ただし、yourは単数も複数も同じなので注意してください。

□(3)  Their ̃　ぜアー

itsやhisやhisの複数形がtheirです。
したがって、「それらの」「彼らの」「彼女たちの」といった意味となります。
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Our cat is ̃
Your cat is ̃
Their cat is ̃

Our cats are ̃
Your cats are ̃
Their cats are ̃

My cat is ̃
Your cat is ̃
Her cat is ̃
His cat is ̃
Tom's cat is ̃

My cats are ̃
Your cats are ̃
Her cats are ̃
His cats are ̃
Tom's cats are ̃

[Ⅱ]　our ̃, your ̃, their ̃の主語を受けるbe動詞は。

be動詞(am, are, isは、意味はまったく同じですが、主語によって結びつきがことなります。
I am ̃.は別にして、isとareは主語が単数か複数かによってことなることに注意してください。
特に、ここで学習するour ̃などが主語となる場合、まちがいが多いです。このことをまず、
次の文で確認してください。

My brother is ̃. 私の兄は　~である

My brothers are ̃. 私の兄たちは　~である

Our brother is ̃. 私たちの兄は　~である

Our brother are ̃. 私たちの兄たちは　~である

以上ここでは、be動詞isとareの選択は、myやourではなく、これらがともなっている名詞が単数
か複数かによるということを確認してください。
これは、yourでもtheirでもまったく同じです。

[Ⅲ]　疑問を発する場合には、まず主語に応じたbe動詞の選択が必要。

学校や塾で学ぶように、「疑問形を作るときは、be動詞を主語の前に出します」というような方
法では、決して英語はとっさに話せません。
まず話題にしたい主体(主語)が頭に浮かべば、それに適するbe動詞をとっさにあらわすことが必
要です。

our brother ➡ Is our brother ̃? 私の兄さんは　~であるか?

our brothers ➡ Are our brothers ̃? 私の兄さんたちは　~であるか?

your brother ➡ Is your brother ̃? 君の兄さんは　~であるか?

your brothers ➡ Are your brothers ̃? 君の兄さんたちは　~であるか?

their brother ➡ Is their brother ̃? 彼らの兄さんは　~であるか?

their brothers ➡ Are their brothers ̃? 彼らの兄さんたちは　~であるか?


