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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第15級
①　I am ̃. You are ̃.の文　肯定文・否定文・疑問文 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　<~は　ナニだ文>　主語がI・You　肯定文 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　<~は　ナニだ文>　主語がI・You　否定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　<~は　ナニだ文>　主語がI・You　疑問文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

⑤　He is ̃. She is ̃. It is ̃.の文　肯定文・否定文・疑問文 [学習] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　<~は　ナニだ文>　主語がHe・She　肯定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　<~は　ナニだ文>　主語がHe・She　否定文 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　<~は　ナニだ文>　主語がHe・She　疑問文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　主語がI・You・He・Sheであるものの応答文　１ [応答] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　主語がI・You・He・Sheであるものの応答文　２ [応答] ‥‥ 21 ~ 22

⑪　代名詞の主格(単数)とbe動詞の結びつき [学習] ‥‥ 23 ~ 24

⑫　疑問詞　whatとwho [学習] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　<~は　ナニだ文> 　疑問詞 what [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　<~は　ナニだ文> 　疑問詞 who [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　疑問詞　whatと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。

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15級で登場する単語 　

□□置き時計 clock　[クらック] ※ Mr. Mrs. Missはすべて姓につけ、名前ではありません。

□□コックさん cook　[クック]

□□机(つくえ) desk　[デスク]

□□私は I　[アィ]　 □□医者(いしゃ) doctor　[ダクタ]

□□あなたは you　[ユゥー] □□犬 dog　[ドッグ]

□□彼は(が) he　[ヒー] □□運転手 driver　[ドゥライブァ]

□□彼女は(が) she　[シィー] □□女の子・少女 girl　[ガ̃る]

□□それは it　[イット] □□ガイド guide　[ガイド]

 　 □□男の人・男性 man　[マぁン]

□□~である am　[アム] □□看護婦(かんごふ) nurse　[ナ~ス]

□□~である are　[アー] □□オレンジ orange　[オーレンヂ]

□□~である is　[イズ] □□学生 student　[ステューデント]

 　 □□先生 teacher　[ティーチャ]

□□何(なに) what　[(ホ)ワット] □□とら tiger　[タイガー]

□□だれ who　[フー] □□東京 Tokyo　[トーキョウ]

□□女の人・女性 woman　[ウーマン]

□□~も(また) too　[トゥー] □□~氏(男性に)

 　 Mr.　[ミスタ]

□□りんご apple　[あプる] □□~夫人(結構している女性に)

□□赤ん坊 baby　[ベィビ] Mrs.　[ミスィズ]

□□男の子・少年 boy　[ボィ] □□~さん(結婚していない女性に)

□□子供 child　[チャイるド] Miss　[ミス]

短縮形のいろいろ  　

□□This is not ̃. ➡　This isn't ̃.

□□That is not ̃. ➡　That isn't ̃.　/ That's not ̃.

□□It is not ̃. ➡　It isn't ̃.

□□I am not ̃. ➡　I'm not ̃.

□□You are not ̃. ➡　You aren't ̃.　

□□He is not ̃. ➡　He isn't ̃.

□□She is not ̃. ➡　She isn't ̃. 　

□□It is not ̃. ➡　It isn't ̃.
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課題　I am ̃.とYou are ̃の文　     　　　　　　 　    学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習１年・第15級 ①

アイ　アム　　ケン

【基本文】  I am Ken.
ぼくは　ケンです

ユゥー　　ア－　　メアリィ

 You are Marry.
あなたは　メアリーですね

[１]　「自分」のこと、「相手のこと」をあらわす表現。
□(1) I  am ̃.  アイ　アム

「私は~です」「ぼくは~です」と、自分のこと(名前や家族関係や職業など)を、言うとき

につかいます。

□(2) You are ̃. ユゥー ア－
「あなたは~です」「君は~です」と、相手のこと(名前や家族関係や職業など)を、言うと
きにつかいます。

※　am,areも先に登場したisもbe動詞と言い、「~である」と、主体の「存在」の意味をあらわします。
同じ意味でありながら、主語(主体)ごとに、ことなることに注意してください。

※　自分の胸に手を当てて、I (アィ)と言ってください。そうです。英語では男でも、女でも、子供でも、
大人でも、みんな自分のことは I なのです。
ですから、、日本語の「私は」「ぼくは」「オレは」「おいらは」はすべて Iです。

※　次に、あなたの前にいる人やねこでもいいですが、それに向かって、Youと言ってください。英語では、
相手はすべてYouなのです。
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[英文の生産]

Ken. I am Ken.
ケンだよ   --------> ぼくは　ケンだよ

Mary. You are Mary.
メアリーだね   ------> 君は　メアリーだね

[Ⅱ]　否定文

I am not Bill. ぼくは、ビルじゃないよ

You are not Lucy. 君は、ルーシーじゃないね。

※　上のように、amやareのうしろに、「~ではない」と打ち消しをあらわす意味のnotをつけます。

※　これらの短縮形は、つぎのようになります。

I'm not Bill. ぼくは、ビルじゃないよ

You aren't Lucy. 君は、ルーシーじゃないね

[Ⅲ]　疑問文と応答

Are you Ken? 君は　ケンですか?

Am I Ken? ぼくが　ケンだって?

※Is this ̃?とIs that ̃?などと同じように、Are you ̃?や Am I ̃?となります。

[英文の生産]

Ken? Are you Ken?
ケンなの?   -------->君は、ケンですか?

Yes, I am. はい、そのとおりです

No, I am not. いいえ、そうではありません

[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。

This is ̃. This is not ̃. Is this ̃?
That is ̃. That is not ̃. Is that ̃?
It is ̃. It is not ̃. Is it ̃?

I am ̃. I am not ̃. Am I ̃?
You are ̃. You are not ̃. Are you ̃?

He is ̃. He is not ̃. Is he ̃?
She is ̃. She is not ̃. Is she ̃?

※ 応答では、上のように、Are you ̃?と聞かれたら、I am ̃.で答えることに注意してください。
「あなたは~であるか?」と聞かれているのですから、「私は~である」と答えるのは当然です
ね。
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課題　主語がIとyouであるもの　その１　肯定形　　　学習日__月___日

 評価　A・B・C語 　　順　 　問　　 題１年・第15級 ②

例. 　私はケン(Ken)です。
<~は　ナニだ文>

①  私は　~である ⇨  I am   　　　          
②ケン ⇨  Ken   　　              

(完成文)   I am Ken.                                                   

1. 　私は少年です。　
<~は　ナニだ文>

①  私は　~である ⇨                        
② (１人の)少年 ⇨                           

(完成文)                                                              

2. 　私は学生です。　
<~は　ナニだ文>

①  私は　~である ⇨                        
② (１人の)学生 ⇨                           

(完成文)                                                              

3.　あなたはメアリー(Mary)ですね。 　
<~は　ナニだ文>

①  あなたは　~である ⇨                        
②メアリー ⇨                           

(完成文)                                                              

4. 　あなたは少女(女の子)ですね。
<~は　ナニだ文>

①  あなたは　~である ⇨                        
② (１人の)少女 ⇨                           

(完成文)                                                              

5. 　あなたも学生です。
<~は　ナニだ文>

①  あなたは　~である ⇨                        
② (１人の)学生 ⇨                           

(完成文)                                                              
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6. 　私は男性です。
<~は　ナニだ文>

①  私は　~である ⇨                        
② (１人の)男性 ⇨                           

(完成文)                                                              

MEMO

This is ̃やThat is ̃が、人を指し示す場合は、日本語では「この人は~です」とか「あちらの人は~で

す」などの意味となります。

7. 　あなたは女性です。
<~は　ナニだ文>

①  あなたは　~である ⇨                        
② (１人の)女性 ⇨                           

(完成文)                                                              

8. 　私は子供です。
<~は　ナニだ文>

①  私は　~である ⇨                        
② (１人の)子供 ⇨                           

(完成文)                                                              

9. 　あなたは赤ん坊です。
<~は　ナニだ文>

①  あなたは　~である ⇨                        
② (１人の)赤ん坊 ⇨                           

(完成文)                                                              

10.　こちらはケン(Ken)です。
<~は　ナニだ文>

①  こちらは　~である ⇨                        
②ケン ⇨                           

(完成文)                                                              

11.　あちらはジューン(June)です。
<~は　ナニだ文>

①  あれは　~である ⇨                        
②ジューン ⇨                           

(完成文)                                                              


