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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第13級
①　形容詞・代名詞「ドンナ~」の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　形容詞「ドンナ~」の用法　単数形 [文法] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　形容詞「ドンナ~」の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　形容詞「ドンナ~」の用法　否定文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　形容詞「ドンナ~」の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　形容詞「ドンナ~」の用法　(あの~・この~)　肯定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　形容詞「ドンナ~」の用法　(あの~・この~)　否定文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　形容詞「ドンナ~」の用法　(あの~・この~)　疑問文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　疑問詞のある疑問文とその応答 (what・who) [応答] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　疑問文とその応答 (Yes・No) [応答] ‥‥ 21 ~ 22

⑪　be動詞現在形の選択　主語が単数のもの [文法] ‥‥ 23 ~ 24

⑫　be動詞現在形の選択　主語が所有格を含むもの　肯定文 [文法] ‥‥ 25 ~ 26

⑬　be動詞現在形の選択　主語が所有格を含むもの　否定文 [語順] ‥‥ 27 ~ 28

⑭　be動詞現在形の選択　主語が所有格を含むもの　疑問文 [語順] ‥‥ 29 ~ 30

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。

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13級で登場する単語 　

【副詞】

□□とても・大変 very　[ベリ]

【名詞】

□□おばさん aunt　[あント] □□男の人・男性 man　[マぁン]

□□かばん bag　[バぁッグ] 　 □□母 mother　[マざ]

□□本 book　[ブツク] □□看護婦(かんごふ) nurse　[ナ~ス]

□□男の子・少年 boy　[ボイ] 　 □□えんぴつ pencil　[ペンスる]

□□兄・弟 brother 　[ブラざ]　 □□妹・姉 sister　[スィスタ]

□□ねこ cat　[キぁット] 　 □□息子(むすこ) son　[サン]

□□娘(むすめ) daughter　[ドータ] □□学生 student　[ステューデント]

□□犬 dog　[ドッグ]　 □□テープレコーダー  tape recorder[テイプリコーダ]

□□父 father　[ファーざ] □□先生 teacher　[ティーチャ]

□□花 flower 　[フらウア]　 □□木 tree　[トゥリ]

□□友だち friend　[フレンド]　 □□おじさん uncle　[アンクる]

□□女の子・少女 girl 　[ガ~る]　 □□女の人・女性 woman　[ウーマン]

【形容詞など】

□□この・これは this　[ずィス]　 This is ̃.     This boy is ̃.

□□あの・あれは that　[ざぁット]　 That is ̃.     That boy is ̃.

□□アメリカ人の American　[アメリカン] □□長い long　[ろーング]

□□美しい beautiful　[ビューティフる]  □□新しい new　[ニュー]

□□大きい big　[ビツグ] □□年老いた・古い old　[オウるド]

□□イギリス人の English　[イングりッシュ] 　 □□かわいい pretty　[プリテイ]

□□仲のよい・よい good　[グッド] 　 □□小さい small　[スモーる]

□□幸せな happy　[ハぁピ] 　 □□背の高い・高い tall　[とーる]

□□おもしろい interesting　[インタレステイング] □□白い white　[(ホ)ワイト]

□□親切な kind 　[カインド]　 □□若い young　[ヤング]

□□小さな little　[リトる]
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課題　形容詞・代名詞の「ドンナ~」の用法                    学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認 　学　　習１年・第13級 ①

ここにある１ぴきの犬がいます。

しかし、a dogではこの犬が「どんな犬」かを表現することはできません。
日本語と語順がにていますが、英語でも<形容詞+名詞>の語順で、「どんな犬」かをあらわすことが
できます。

ただ、この場合も、aやanをわすれないでください。

(ある１つの)　+ ドンナ　+ナニ
a(an) 形容詞 名詞

[１]　「どんな~」の３つの表現のしかた
□(1) a white dog

形容詞が名詞をかざり、a(an)+形容詞+名詞の形となるもの

□(2)  a tape recorder

tapeもrecorderも名詞ですが、tapeが形容詞のはたらきをしているもの

□(3)  my dog, your dogなど

所有格(my, your, his, her, its)などが名詞をかざるもの
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※ 「(ある１つの)　+ ドンナ　+ナニ」と表現する場合に、注意が必要なのは、aとanの使い方です。
anは単語の始めの音が、a,i,u,e,oとなるものにつかわれます。したがって

これは名詞だけではなく、形容詞にも当てはまります。

例　an interesting book (１さつの)おもしろい本

an old man (１人の)年老いた男性

※ veryは「大変、とても」という意味の副詞というもので、前から形容詞をかざります。

例　a very interesting book (１さつの)とてもおもしろい本

a very old man (１人の)とても年老いた男性

[Ⅱ]　「この~」と「あの~」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。
どちらも指し示す表現ですが、単に「これは」「あれは」ではなく、もっとくわしく、「あの

男の子は」とか「あの女の子は」と、名詞をともなった表現もできます。

This is my son. こちらは私の息子です

This boy is my son. こちらの男の子は私の息子です

That is my daughter. あちらは私の娘です

That girl is my daughter. あちらの女の子は私の娘です

[英文の生産]

My brother. This is my brother.
私の弟です   ----------> こちらは私の弟です

My brother. This boy is my brother.
私の弟です   -------> こちらの男の子は私の弟です

[Ⅲ]　「このドンナ~」と「あのドンナ~」の表現

「この男の子」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。

This tall boy is my brother.   こちらの背の高い女の子は私の兄です
That tall girl is my sister.   こちらの背の高い女の子は私の姉です

[英語の九九] 次の関係を丸暗記してください。これから続く英語学習の基礎となります。

1. (ある１人の)女の子 a girl

2.(ある１人の)親切な女の子  a kind girl

3.(ある１人の)とても親切な女の子 a very kind girl
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課題　形容詞の「ドンナ~」の用法   単数形                     学習日__月___日

 評価　A・B・C 文　　法　　問　　題１年・第13級 ②

◇ 　次の日本語を英語に変えなさい。※すべて単数形です。

例.(１びきの)犬 ➡　 a dog       　　　     

1.　白い犬 ➡　 　　         　　　     

2.とても白い犬 ➡　 　　         　　　     

3.  本 ➡　 　　         　　　     

4.おもしろい本 ➡　 　　         　　　     

5.とてもおもしろい本 ➡　 　　         　　　     

6.女の子 ➡　 　　         　　　     

7.かわいい女の子 ➡　 　　         　　　     

8.とてもかわいい女の子 ➡　 　　         　　　     

9.男 ➡　 　　         　　　     

10.年老いている男(老人) ➡　 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MEMO

11.男の子 ➡　 　　         　　　     

12.　この男の子 ➡　 　　         　　　     

13.この小さな男の子 ➡　 　　         　　　     

14.女性 ➡　 　　         　　　     

15.あの女性 ➡　 　　         　　　     

16.あの若い女性 ➡　 　　         　　　     

17.私のねこ ➡　 　　         　　　     

18.私の妹のねこ ➡　 　　         　　　     

19.えんぴつ ➡　 　　         　　　     

20.長いえんぴつ ➡　 　　         　　　     

21.あなたの長いえんぴつ ➡　 　　         　　　     

22.あなたのとても長いえんぴつ ➡　 　　         　　　     


