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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第1級
①　接続詞の用法　and・but・when・if・for [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　接続詞　andの用法　１　 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　接続詞　andの用法　２ [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　接続詞　butの用法 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　接続詞　whenの用法　When ̃, ̃ [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　接続詞　whenの用法　 ̃ wheñ [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　接続詞　ifの用法　If ̃, ̃　 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　接続詞　ifの用法　̃ if̃ [学習] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　命令文+ and ̃の用法 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　命令文+ or̃の用法　　　 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　「コミニカ５文型」　現在形・過去形・未来形 [学習] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　<̃は　イる・アる文>　現在形・過去形・未来形　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　<̃は　ナニだ文>　現在形・過去形・未来形 [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　<̃は　ドンナだ文>　現在形・過去形・未来形 [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　<̃は　ドウスる文>　現在形・過去形・未来形 [語順] ‥‥ 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　2年1級で登場する単語 　

　
【名詞など】 【形容詞など】

□□仕事 business　[ビズィネス]　 □□暗い dark　[ダーク]

□□コーヒー coffee　[コーフィ] 　 □□天気がよい fine　[ファイン]

□□辞書 dictionary　[ディクショネリ] □□ひまな free　[フリー]

□□つり(釣り) fishing　[フィッシング] 　 □□やさしい friendly　[フレンドり]

□□学年 grade　[グレイド] □□重い heavy　[ヘビィ]

□□ジュース juice　[ジュース] 　 □□空腹の hungry　[ハングリ]

□□映画 movie　[ムービ] □□大きい large　[らーヂ]

□□買い物 shopping　[ショッピング] 　 □□騒がしい noisy　[ノイズィ]

□□歌 song　[ソング] 　 □□静かな quiet　[クワィェット]

□□スポーツ sports　[スポーツ] 　 □□悲しい sad　[サぁッド]

□□泳ぎ手 swimmer　[スイマ] □□病気の sick　[スィック]

□□時間・回 time　[タイム] 　 □□眠い sleepy　[スりーピィ]

□□言葉 word　[ワ~ド] □□強い strong　[ストローング]

□□左に left □□のどがかわいて thirsty　[さースティ]
□□暖かい warm　[ウォーム]

【動詞など】  　

□□買う buy　[バイ] 　 【副詞など】

□□捕らえる catch　[キぁッチ] □□いつも always　[オーるウェィズ]

□□料理する cook　[クック] 　 □□はっきりと clearly　[クりアりー]

□□わかる find　[ファインド] □□しばしば often　[オーフン]

□□ジャンプする jump　[ヂャンプ] 　 □□ゆっくり slowly　[スろウり]

□□殺す kill 　[キる]　 □□まだ・ずっと still　[スティる]

□□乗りそこねる miss 　[ミス]　 □□いっしょに together　[トゥゲざ]

人がいなくてさびしく思う

□□動く move　[ムーブ] 　 □□もし if　[イフ]

□□雨が降る rain　[レイン] □□しかし but　[バット]

□□会う see 　[スィー]　

□□歌う sing　[スィング] 　

□□成功する succeed　[サクシィード] 　

□□曲がる turn　[タ~ン]

□□訪問する visit　[ビズィット] 　

□□待つ wait　[ウェイト]

□□目を覚ます wake　[ウエィク] 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課題　接続詞のいろいろ and, but, when, if, or   　        学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第１級 ①

　トム　アンド　　　アィ　　プれィド　　テニス

【基本文】  Tom and I played tennis.
トムと私はテニスをしました

[１]　接続詞　and・but・orについて

接続詞は、語と語、句と句、文と文をつなぐ働きをします。
接続詞のうち、これらを対等の関係でつなぐものを等位接続詞といい、このand・but・orは

その仲間です。

(1)andの用法

andは、名詞と名詞、形容詞と形容詞、動詞と動詞などをむすびつけて、「そして」

の意味です。

Bill and Tom are good friends. 名詞と名詞

ビルとトムはなかよしの友だちです

We played tennis and baseball. 名詞と名詞

私たちは、テニスと野球をしました

She is beautiful and kind. 形容詞と形容詞

彼女はきれいで親切です

Let's go and look at them. 動詞と動詞

それらを見に行きましょう

(2)butの用法

butは、「しかし」と逆接の意味となります。

He is rich, but he isn't happy. 文と文
彼はお金持ちですが、幸せではありません

I can't run fast, but he can. 文と文
私は速く走れませんが、彼は走れます

(3)orの用法

orは、「それとも、または」の意味で、< A or B>などと選択の文でつかわれます。

Are my books on the table or under it?      句と句
私の本はテーブルの下にありますか、

それともそれの下にありますか?
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[Ⅱ]　副詞節を導く接続詞　when・ifについて

文と文を結びつけ、主文に、「~したとき」などの節(主語と動詞があるもの)を結びつける
接続詞を従位接続詞と言います。

このwhen, ifはその仲間です。

(1)whenの用法

whenは、「~するとき、~したとき」などと「時」をつけ加えます。

He was watching TV when I came home.
彼はテレビを見ていました　私が帰宅したとき

When I came home, he was watching TV .
私が帰宅したとき            彼はテレビを見ていました

*when以下の文を従文、主となる文を文字通り主文と言います。
ここでは、主文は、He was watching TV、従文はwhen I came homeです。

(2)ifの用法

ifは、「もし~なら」などと条件の意味をつけ加えます。

I will help you if you are busy.
お手伝いしましょう　もしあなたがお忙しいのなら

If you are busy, I will help you.
もしあなたがお忙しいのなら   お手伝いしましょう

*if以下の文を従文、主となる文を文字通り主文と言います。
ここでは、主文は、I will help you、従文はif you are busy.です。

[Ⅲ]　命令文+and(or)̃について

命令文+and ̃は、「~しなさい、そうすれば~」の意味となります。

Turn to the left, and you'll find it.
左に曲がりなさい、そうすればそれが見つかりますよ

命令文+or ̃は、「~しなさい、そうでないと~」の意味となります。

Get up early, or you'll be late.
早く起きなさい、そうでないと遅れるよ


