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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第3級
①　S+V(一般動詞)+CとS+V+O+Oの文型の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　S+V(一般動詞)+C　become　　 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　S+V(一般動詞)+C　look [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　S+V+O+Oの文型の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　S+V+O+Oの文型の用法　否定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　S+V+O+Oの文型の用法　疑問文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　S+V+O+to[for] ̃の文型の用法　 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

⑧　ドンナ表現　many・much・no・few・littleなど [学習] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　ドンナ表現　否定表現　no ̃ [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　ドンナ表現　否定表現　few ̃　　 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　ドンナ表現・ドノヨウに表現　　little [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　ドンナ表現　肯定表現　a few　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　ドンナ表現・ドノヨウに表現　a little [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　ドンナ表現　much・many [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　ドノヨウに表現　頻度を表す副詞 [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。
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単語表　2年3級で登場する単語 　

【名詞など】

□□何か anything　[エニすィング]　 □□送る send　[センド] < sent

□□ボトル bottle　[バトる] 　 □□見せる show　[ショウ] < showed

□□ボクサー boxer　[バクサ] 　 □□教える teach　[ティーチ] < taught

□□雲 cloud 　[クらウド]　 □□(話しを)する tell　[テる] < told

□□娘 daughter　[ドータ]

□□グラス glass　[グらァス] 　 【形容詞など】

□□病院 hospital　[ハスピタる] □□有名な famous　[フエィマス]

□□うそ lie　[らイ] 　 □□少しの(数) few　[フュー]

□□商人 merchant　[マーチャント] 　 □□お腹がへって hungry　[ハングリ]

□□お金 money　[マニ] 　 □□人気のある popular　[パピュら]

□□サル(猿) monkey　[マンキ] □□雨模様 rainy　[レイニ]

□□音楽家 musician　[ミュージシァン] □□金持ちの rich　[リッチ]

□□人々 people　[ピーブる] □□悲しい sad　[サぁッド]

□□プレゼント present　[プレズント] 　 □□眠い sleepy　[スりーピィ]

□□質問 question　[クウェスチン] 　 □□強い strong　[ストローング]

□□雨 rain　[レイン] 　 □□疲れて tired　[タイアド]

□□科学者 scientist　[サイエンティスト]

□□雪 snow 　[スノウ]　 【副詞など】

□□切手 stamp　[スタぁンプ] □□いつも always　[オーるウィズ]

□□話 story　[ストーリ] 　 □□今までに before　[ビフォー]

□□村 village　[ビィれッヂ] 　 □□ずっと much　[マッチ]

□□道 way　[ウェイ] 　 □□決して~ない never　[ネバァ]

□□井戸 well　[ウェる] □□しばしば often　[オーフン]

 　 □□時々 sometimes　[サムタイム]

【動詞など】 □□たいてい usually　[ユージュアリ]

□□答える answer 　[あンサ] < answered　

□□たずねる ask　[あスク] < asked　 □□~のように like　[らイク]

□□(~に)なる become　[ビカム] < became　

□□買う buy　[バイ]< bought

□□与える give　[ギブ] < gave　

□□知っている know　[ノウ]< knew

□□貸す lend　[れンド] < lent　

□□(~に)見える look 　[るック]< looked　

□□会う meet　[ミート] < met　
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課題　S+V+Cの文とS+V+O+Oの文  　　　　　　 　      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第３級 ①

スィー　　　るックス　　ハぁッピィ

【基本文】  She looks happy.
彼女は幸せそうに見えます

[１]　補語をともなう動詞 

つぎの２つの文を見てください。

[英文の生産]
Looks young. She  looks young.
若く見える  ----> 彼女は若く見えます

[英文の生産]
Look young? Do I look young?
若く見える?  ----> 私、若く見えますか?

ここで注意したいのは、youngやhappyのような形容詞ではなく、名詞がくる場合は、前置

詞likeをもちいることです。

[英文の生産]
Looks like a dog. She looks like a dog.
犬のように見える  ---> 彼女は犬に似ています

① She is young. ② She looks young.

①の文は、be動詞のisが使われています。たびたび言ってきましたが、be動詞は「存在」を
あらわすので、「彼女は若い」とそのままの「存在」をあらわします。つまり彼女は若いの
です。
一方、②の文は、一般動詞のlookがつかわれています。lookはこの場合、「~のように見え
る」という意味です。つまり、彼女は若いかどうか事実はわからないがとにかく、「若く見
える」という意味となります。
lookは形容詞を補語にとり、「~のように見える」という意味で使われます。

*ただし、lookは一般動詞なので、look youngなどと動詞フレーズで覚えてください。
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また、一般動詞becomeも形容詞や名詞を補語にとります。ただし、名詞を補語にとる場合

は、lookのようにlikeは必要ではありません。

[英文の生産]
Became famous. She became famous.
有名になった  ------> 彼女は有名になりました

[英文の生産]
Became a teacher. She became a teacher.
先生になった  ------> 彼女は先生になりました

[Ⅱ]　目的語を２つとる動詞 
「りんごをあげます」という場合、「だれに」あげるか、ということ
もふくめて表現したいこともあります。
このように、「だれに」「何を」という２つの目的語を１つの文に

ふくめることができる動詞には、つぎのようなものがあります。

give, show, teach, tell, ask, make, buy, etc.

主語　+  動詞   +  間接目的語 + 直接目的語
~に ~を

I            give           you               an apple. 私は彼にりんごをあげます

[英文の生産]
Show me the way. Please show me the way, please.
私に道を教える  ------> どうか私に道を教えてください

[英文の生産]
Make me a cake. Please  make me a cake, please.
私にケーキを作る  -----> どうか私にケーキを作ってください

同じ、「ケーキを作って」ということでも、とりわけ「私に」と強調

したいときや、直接目的語が代名詞となる場合は、forやto
をつけてあらわします。makeやbuyは、for ̃となります。

[英文の生産]
Show the way to me. Please show the way to me, please.
道を教える  ----------> どうか私に道を教えてください

[英文の生産]
Make a cake for me. Please  make a cake for me, please.
私にケーキを作る  ------> どうか私にケーキを作ってください

[英文の生産]　*直接目的語が代名詞となる場合は常に下の形になります。
Give it to me. Please give it to me, please.
それを私にくれる  --> どうかそれを私にください


