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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第4級
①　命令文と感嘆文の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　一般動詞の命令文の用法　(復習)　 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　be動詞の命令文の用法 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　命令文のまとめ [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　Howを使った感嘆文　ドンナだ文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　Howを使った感嘆文　ドンナだ文　(進行形) [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　Howを使った感嘆文　ドウスる文　 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　Whatを使った感嘆文　ナニだ文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　Whatを使った感嘆文　ユウする文・ドンナだ文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　感嘆文への書きかえ　　 [文法] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　感嘆文への書きかえ　howとwhat [文法] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　疑問詞とその応答　助動詞　 [応答] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　いろいろな助動詞 [文法] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　疑問文とその応答　Shall I ̃? / Will you ̃? [応答] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　命令文への書きかえ [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。
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単語表　2年4級で登場する単語 　

【名詞など】

□□動物 animal　[あニマる]　 □□暑い hot　[ハット]

□□カメラ camera　[キぁメラ] 　 □□怠けて idle　[アイドる]

□□魚 fish　[フィッシュ] 　 □□おもしろい interesting[インタレスティング]

□□花 flower　[フらウア] 　 □□親切な kind　[カインド]

□□他の(人) other　[アざ] □□遅れて late　[れイト]

□□質問 question　[クウェスチョン] □□素敵な nice　[ナイス]

□□息子 son　[サン] □□騒がしい noisy　[ノイズィ]

□□物語 story　[ストーリ] 　 □□静かな quiet　[クワイエット]

□□太陽 sun　[サン] 　 □□小さい small　[スモーる]

□□列車 train　[トゥレイン] 　 □□役に立つ useful　[ユースフる]

□□バイオリン violin　[バイオリン]

□□単語 word　[ワ~ド]　 【副詞など】

□□美しい beautifully　[ビューティフりィ]

【動詞など】  　 □□ひどく hard　[ハード]

□□たずねる ask　[あスク] 　 □□遅く slowly　[スろウり]

□□建てる build　[ビるド] 　 □□うまく well　[ウェる]

□□捕まえる catch　[キぁチ]

□□練習する practice　[プラぁクティス] 　

【形容詞など】  　

□□怖がる afraid 　[アフレイド]　

□□悪い bad　[バぁド] 　

□□美しい beautiful　[ビューティフる]

□□明るい bright　[ブライト] 　

□□注意深い careful　[ケアフる]

□□簡単な easy　[イーズィ] 　

□□速い fast 　[フぁスト]　

□□よい good 　[グッド]　

□□幸せな happy　[ハぁピ]
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課題　命令文と感嘆文の用法　　　　　　　　　 　      学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第４級 ①

ビー　クワイエット

【基本文】  Be quiet.
静かにしなさい

[１]　be動詞で始まる命令文 
「~しなさい」「~せよ」など、相手に向かってするのが命令
ですから、主語はいりません。
原形動詞フレーズをそのまま、言えば命令文となります。
ただし、ここで登場したのはbe動詞で始まる疑問文で、本来、「~の存在でありなさい」と
いう意味ですが、日本語の訳では「~しなさい」など、一般動詞のような訳になるので注意
が必要です。
以下の(1) (2) (3)のものがbe動詞で始まる疑問文です。

(1) <~は　アる・イる文>   Be here.     ここにいなさい
(2) <~は　ナニだ文>   Be a good boy.     おとなしくしなさい
(3) <~は　ドンナだ文>   Be quiet.     静かにしなさい
(4) <~は　ユウする文>   Have a drink.     一杯飲みなさい
(5) <~は　ドウする文>   Study English.     英語を勉強しなさい

※このbe動詞で始まる命令文もpleaseをつけて表現する場合があり、ていねいな依頼表現とな
ります。

Please be quite. どうか静かにしてください

Be quiet, please. どうか静かにしてください

[英文の生産]
Be careful. Please be careful.

注意する、気をつける  --> どうか注意してください、気をつけください

[Ⅱ]　Don'tで始まる命令文 とLet's ̃の勧誘文

Don't ̃は「~してはいけない」の意味です。原形動詞フレーズが続きます。

[英文の生産]
Be afraid. Don't be afraid.
こわがる  --> こわがってはいけません

Let's ̃は「~しましょう」の意味です。原形動詞フレーズが続きます。

[英文の生産]
Be quite. Let's be quiet.
静かにする  --> 静かにしましょう
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[Ⅲ]　感嘆文とは 
感嘆文の本質は、「驚き」です。私たちも何か大きなものを見たり、きれいなものを見たら、
「まあなんて大きいんだ」とか「何ときれいなの」と言います。
これが感嘆文です。
感嘆文には、２つの種類があります。

つぎの例文を見てください。

Very big. とても大きいね

Ფ

How big! なんて大きいの!

A very big cat. とても大きなねこだね

Ფ

What a big cat! なんて大きなねこなの!

つまり、「大きさ」だけに注目した表現と、「ねこ」に注目した表現です。
前者の場合は、「どのくらいかわけがわからないほどの」という意味のhowをつかい、後者

では「どんなものかわけがわからない」という意味のwhatをつかうことになります。

[英文の生産]
How big! How big this cat is!
なんて大きいの!  ------> このねこはなんて大きいの!

[英文の生産]
What a big cat! What a  big cat this is!
なんて大きなねこなの ! --> これはなんて大きいなねこなの!

※　きちんとした文では、主語+動詞が続きます。

また、感嘆文は上の形容詞のものだけではなく、副詞のものもあります。

very fast. とても速く

Ფ

How fast! なんて速く!

[英文の生産]
How fast! How fast she is running!
なんて速く  --> 彼女はなんて速く走っているのでしょう!


