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コミニカ英語教材(基礎編)

１年　第16級

①　This[That・It] is ̃.の文　肯定文 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　１ [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　２ [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　３ [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　４ [語順] ‥‥ 11 ~ 12

⑥　This[That・It] is ̃.の文　否定文 [学習] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　１ [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　２ [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　対になる単語を使った否定文と肯定文 [英作] ‥‥ 19 ~ 20

⑩　This[That・It] is ̃.の文　疑問文 [学習] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　１ [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　<~は　ナニだ文>　主語がThis[That・It]　２ [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　応答文の練習　１ [応答] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　応答文の練習　２ [応答] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　肯定文から否定文・疑問文への書きかえ [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16級で登場する単語 　

□□これは this　[ずィス]　 □□花 flower　[フらウア ]

□□あれは that　[ざぁット] 　 □□フォーク fork　[フォーク ]

□□それは it　[イット] □□コップ・グラス glass 　[グラぁス ]

□□グローブ glove 　[グらブ ]

□□~である is　[イズ ] □□ギター guitar　[ギター ]

□□ふちあり帽子 hat　[ハぁット ]

□□いいえ no　[ノウ ] □□家 house　[ハウス ]

□□はい yes　[イェス ] □□日本 Japan　[ヂャパぁン ]

□□かぎ、キー key　[キー ]

□□~ではない not　[ナット ] □□台所 kitchen　[キチン ]

□□ナイフ knife 　[ナイフ ]

□□アルバム album　[あルバム ] □□湖(みずうみ) lake [れイク ]

□□アメリカ America　[アメリカ ] □□手紙・文字 letter 　[れター ]

□□動物 animal　[あニマる ] □□図書館 library　[らィブラリ ]

□□りんご apple　[あプる ] □□ライオン lion　[らイアン ]

□□かばん bag　[バぁッグ ] □□ロンドン London　[らンドン ]

□□ボール(球) ball　[ボーる ] □□地図 map　[マぁップ ]

□□バナナ banana　[バナぁナ] □□新聞 newspaper　[ニュースペイパ ]

□□バット bat　[バぁット ] □□ニューヨーク New York　[ニューヨーク ]

□□鳥 bird　[バ~ド ] □□ノート notebook　[ノウトブック ]

□□本 book　[ブック ] □□オレンジ orange　[オーレンヂ ]

□□箱(はこ) box　[バックス ] □□公園 park　[パ~ク ]

□□ケーキ cake　[ケイク ] □□ペン pen　[ペン ]

□□カメラ camera　[キぁメラ ] □□えんぴつ pencil　[ペンスる ]

□□ふちなし帽子 cap　[キぁップ ] □□ピアノ piano　[ピあノウ ]

□□車・自動車 car　[カー ] □□絵・写真 picture　[ピクチャ ]

□□ねこ cat　[キぁット ] □□ポケット pocket　[パケット ]

□□いす chair　[チェア ] □□ラケット racket　[ラぁケット ]

□□置き時計 clock　[クラック ] □□ラジオ radio　[レイデイォ ]

□□湯飲み(カップ) cup　[カップ ] □□レコード record　[レカド ]

□□机 desk　[デスク ] □□川 river　[リバー ]

□□辞書(じしょ) dictionary　[ディクショネリ ] □□部屋(へや) room　[ル(ー)ム ]

□□犬 dog　[ドッグ ] □□店 shop　[シャップ ]

□□人形 doll　[ダる ] □□駅 station　[ステイション ]

□□ドア・戸 door　[ドー ] □□テーブル table　[テイブる ]

□□ドレス・服 dress　[ドゥレス ] □□とら tiger　[タイガー ]

□□たまご(卵) egg　[エッグ ] □□木・立木 tree　[トゥリー ]

□□消しゴム eraser　[イレィサー ] □□壁(かべ) wall　[ウォーる ]

□□農場 farm　[ファーム ] □□うで時計 watch　[ワッチ ]

  □□窓 window　[ウィンドウ ]
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課題　This (That, It) is ̃.の文     　　　　　　　　　   学習日__月___日

 評価　A・B・C   確　　認　　学　　習１年・第16級 ①

※　ここで大切なことは、Thisを「これは」とか、thatを「あれは」とかだけ覚えないことです。
　　指し示しているものが、物や動物ならそれでいいのですが、トムという名の男の子を前にして、
「これはトムです」などと日本語にすると失礼ですね。

　　This is ̃.は、「この男の子はトムです」といった感じでとらえてください。　

※　またThat is ̃.を「あれは~です」の意味だと説明しましたが、thatの意味に「それは」の意味もある

ことに注意してください。この場合は、話し相手の近くのものを指し示す場合です。　　

[１]　ものなどを指し示して表現しよう。
□(1) This is ̃.  ズィス　イズ

近くにある物、動物、人をさして「(ホラ)これは~だよ」と言うときに、つかいます。

□(2)  That is ̃.　ざぁッティズ
自分から、はなれている、物、動物、人をさして「(ホラ)これは~だよ」と言うとき

に、つかいます。

□(3)  It is ̃.　　イッティズ
話題になっているものや、相手に聞かれた場合、「(話題の・お聞きの)それは~だよ」
といった場合につかいます。

ズィス　イズ　ア　ドッグ

【基本文】 This is a dog.
これは犬だよ
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[Ⅱ]　「存在」の意味をあらわすis。
犬がいたり、りんごがあったりすることを「存在する」といいます。isは、そんな意味をあらわ
すことばです。
ここでは、ThisやThatで指し示すものを「~である」と説明することばだとおぼえていてくださ
い。
学校では、isの意味を「です」と習いますが、isの意味をそれだけではありません。
たとえば、This is a dog.を日本語に訳すと、つぎのような日本語があてはまります。

「これは犬です」「これは犬だよ」「これは犬なんだ」「これは犬よ」
「これは犬ですよ」

[Ⅲ]　aとanの使い方と、aやanがいらない場合

aやanは、「あるひとまとまりのもの」、「ある１つのもの」をあらわすことばです。そこ
で「ある１ぴきの犬」をあらわす場合には、a dogとaをつけてあらわします。
一方、人の名前や、国の名前には、aやanをつけません。なぜなら「ある１つのもの」というま
とまりがないからです。

aやan、そしてこれらがつかない場合をまとめておきます。

※　aやanは「１人の、１本の、１ぴきの、１さつの」などの意味となりますが、日本語では、わざわざ

訳さないのが普通です。

[英文の生産]
a dog This is a dog.
犬だよ   -----> これって、犬だよ。

□(3) ただし、「ある１つのもの」という判断ができるものでも、その名詞の発音

が母音(日本語のアイウエオに近い音)の場合、aではなくanをつけます。
an album, an egg, an orangeなとがあります。

例。　This is an apple.
これは１このりんごです

□(2) 「ある１つのもの」という判断ができるものにつけます。こんな名詞を「数え

ることができる名詞」と言います。

例。　This is a pen.
これは１本のペンです

□(1) TomやKenなど人の名前、JapanやAmericaなどの国の名前は、大文字で書き

始め、aやanはつけません。tea(お茶)、cofee(コーヒー)なども同じです。

例。　This is Japan.
(地図などを見て)これは日本です

ただし、これを「ここは日本です」と訳す場合もあります。日本語では、場所を指し示す
場合は、「ここは」と言いますね。
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課題　This (That, It) is ̃.の文  その１   　　　　　　   学習日__月___日

 評価　A・B・C語 　　順 　　問　　 題１年・第16級 ②

例. 　これは日本です。
<~は　ナニだ文>

①  これは　~である ⇨   This is　　　          
②日本 ⇨   Japan   　　            

(完成文)    This is Japan.                                                   

1. 　これはアメリカです。　
<~は　ナニだ文>

①  これは　　~である ⇨                        
② アメリカ ⇨                           

(完成文)                                                                        

2. 　あれは東京です。　
<~は　ナニだ文>

①  あれは　　~である ⇨                        
② 東京 ⇨                           

(完成文)                                                                        

3.　あれはロンドンです。 　
<~は　ナニだ文>

①  あれは　~である ⇨                        
②ロンドン ⇨                           

(完成文)                                                                        

4. 　それはニューヨークです。
<~は　ナニだ文>

①  それは　~である ⇨                        
② ニューヨーク ⇨                           

(完成文)                                                                        

5. 　こちらはトム(Tom)です。
<~は　ナニだ文>

①  こちらは　~である ⇨                        
② トム ⇨                           

(完成文)                                                                        


