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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第12級
①　These ̃・Those ̃・They ̃.の文の用法　複数形 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

②   名詞の複数形の作り方 [学習] ‥‥ 5 ~ 6

③　単数形と複数形 [文法] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　These ̃・Those ̃・They ̃.の用法　複数形　肯定文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　These ̃・Those ̃・They ̃.の用法　複数形　否定・疑問 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　We are ̃. ・You are ̃.・They are ̃.の文 [学習] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　We are ̃. ・You are ̃.・They are ̃.の文　肯定文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　We are ̃. ・You are ̃.・They are ̃.の文　否定・疑問 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　主語がthese・those・theyである文の応答文 [応答] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　疑問詞　whatの文　複数の主語 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　疑問詞　whoの文　複数の主語 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　疑問詞　what・whoの文　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　疑問詞を使った疑問文への書きかえ [文法] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　疑問詞whoの応答文 [応答] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　疑問詞　what・who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。
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単語表　１年12級で登場する単語 　

□□これらは・これらの these　[ずィーズ]　 These are ̃.       These boys are ̃.

□□あれらは・あれらの those　[ぞウス] Those are ̃.       Those boys are ̃. 　

□□それらは・彼らは they　[ぜイ] They are ̃. 　

□□  　

□□私たちは(が) we　[ウィ] 【名詞】

□□あなたは you　[ユー] □□かばん bag　[バぁッグ]

□□あなたがたは you　[ユー] □□ボール ball　[ボーる]

□□  　 □□ベンチ bench　[ベンチ]

□□それは(が) it 　[イット]　 □□本 book　[ブック]

□□  　 □□子供 child　[チャイるド]

□□私の my　[マィ] □□中国人の Chinese　[チャイニーズ]

□□あなたの your 　[ユァー]　 □□人形 doll　[ダる]

□□あなたがたの your　[ユァー] □□花 flower　[フらウア]

□□彼の his　[ヒず] 　 □□ゆり lily　[りりィ]

□□彼女の her　[ハー] 　 □□男の人たち men　[メン]

□□それの its　[イッツ] 　 □□ピアノ piano　[ピあノウ]

□□ラジオ radio　[レィディオ]

□□この this　[ズィス] □□ばら rose　[ロウズ]

□□あの that　[ざぁット] 　 □□妹・姉 sister　[スィスタ]

□□その the　[ザ・ずィ] □□女の人たち women　[ウイメン]

【形容詞など】 【接続詞と副詞】

□□１の、１つの one　[ワン] □□そして(と) and　[あンド]

□□２の、２つの two　[トゥー] □□それでは then　[ぜン]

□□３の、３つの three　[すリー]  　

□□イギリス人の English　[イングりッシュ]

□□日本人の Japanese 　[ヂぁパニーズ]　

□□美しい beautiful　[ビューティフる]

□□よい good 　[グッド]　

□□おもしろい interesting 　[インタレスティング]　

□□新しい new　[ニュー]　

□□古い old　[オウるド]

□□赤い red 　[レッド]　

単数と複数

bag bags ball balls bench benches rose roses
book books child children Chinese Chinese sister sisters
doll dolls flower flowers lily lilies woman women
man men piano pianos radio radios
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課題　these, those, theyの用法　複数形                         学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認 　学　　習１年・第12級 ①

ずィーズ　　　アー　　　ドッグズ

【基本文】  These are dogs.
これらは犬よ

[１]　複数形とは。
英語では、単数(１つのもの)と複数(２つ以上のもの)をはっきりと区別します。
数えられる名詞が２つ以上となると、複数形となり、単語の語尾にsやesをつけて、単数と区別し
ます。
日本語にも、「人々」とか「家々」、あるいは「友だちたち」などと複数をあらわす表現があり
ますが、英語では特にこの区別をします。
したがって、例えば「１ひきの犬」では、a dogでいいのですが、２ひき以上となると、dogsと
なります。
これを日本語で「犬たち」と言えないことはありませんが、日本語はほとんどそのような感覚は
ないことを知っておいてください。

※　注意しなければならないのは、複数形になると当然、「ある１つの」と意味をあらわす、
aやanはつかないことです。

複数形の作り方は、P5, P6で学習します。
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[Ⅱ]　「これらの~」と「あれらの~」の表現

thisとthatは、「これは」や「あれは」という意味で、すでに学習しました。

これらの複数形が、それぞれtheseとthoseです。

These are my sons. これらは私の息子たちです

These boys are my sons. これらの男の子たちは私の息子たちです

Those are my daughters. あれらは私の娘たちです

Those girls are my daughters. これらの女の子たちは私の娘たちです

※　主語が複数の場合は、すべてbe動詞はareとなります。

※　ここでは、わかりやすいように「これらは」とか「息子たち」などと日本語に訳していますが、実
際はこんな表現をすることは少ないと思います。
しかし英語では、きちんと単数形と複数形を区別していることをぜひとも知っておいてください。

単数形 複数形

this these
that those
it they

[Ⅲ]　「このドンナ~」と「あのドンナ~」の表現

「これらの男の子たち」といった表現を、もっとくわしく表現するために、形容詞をともなっ

て表現することもできます。

These tall boys are my sons.  
これらの背の高い男の子たちは私の息子たちです

Those tall girls are my daughters.  
あれらの背の高い女の子たちは私の娘たちです

[英文の生産]

A dog? Is this a dog?
犬なの?   --------> これって、犬なの?

Yes, it is.   はい、そうです

No, it isn't.  いいえ、そうではありません

Dogs? Are those dogs?
犬なの?   --------> あれらって、犬なの?

Yes, they are. はい、そうです

No, they aren't. いいえ、そうではありません

※ いずれも、itの複数形のtheyで受けていることに注意してください。
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課題　名詞の複数形の作り方                                             学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認 　学　　習１年・第12級 ②

my friend my friends

three applesan apple /one apple

two catsa cat / one cat

人やもの、ことの名前をあらわすことばを、名詞といいます。

英語では、「１つのもの」をあらわす形を単数形といい、２つ以上をあらわす形を、複数形といいます。
英語の感覚を身につけるには、いつも日常生活の中で、口に出して表現することをおすすめします。

たとえば、ねこを１ぴき見たらa catと、２ひき以上のねこを見たらcatsとか、two cats、three catsなどと
表現してください。
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roof→roofs
leaf→leaves

knife→knives

boy→boys

toy→toys

(おもちゃ)

city→citieslady→ladies

lily→liliesbaby→babies

piano→pianos

radio→radios

bus→busespotato→potatoes

box→boxeswatch→watches

dish→dishes

dog→dogspen→pens

④語尾がf,feなら、語

尾をvesにする

③語尾が「子音字+y」

なら、yをiにかえてes

をつける

②語尾がs,o,x,ch,shな

ら、esをつける

①ふつうはsをつける

例外例作り方の規則

sheep→sheepfish→fish

Japanese→JapaneseChinese→Chinese

child→children

man→menfoot→feet

woman→womentooth→teeth

⑦単数と複数が同じもの

⑥語尾に加えるもの

⑤母音字がかわるもの

複数形の作り方

複数形には、規則変化と、不規則変化があります。

[規則変化]------sまたはesをつけて規則的に変化するもの

[不規則変化]------sまたはesをつけないて不規則に変化するもの


