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コミニカ英語教材(基礎編)

2年　第5級
①　助動詞の用法 [学習] ‥‥ 3 ~ 4

CD ②　have(has) to ̃の用法　(復習)　肯定文 [語順] ‥‥ 5 ~ 6

CD ③　have(has) to ̃の用法　(復習)　否定文 [語順] ‥‥ 7 ~ 8

CD ④　have(has) to ̃の用法　(復習)　疑問文 [語順] ‥‥ 9 ~ 10

CD ⑤　had to ̃の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 11 ~ 12

CD ⑥　had to ̃の用法　否定文 [語順] ‥‥ 13 ~ 14

CD ⑦　had better ̃の用法　 [語順] ‥‥ 15 ~ 16

CD ⑧　助動詞mustの用法　肯定文 [語順] ‥‥ 17 ~ 18

CD ⑨　助動詞mustの用法　否定文・疑問文 [語順] ‥‥ 19 ~ 20

CD ⑩　助動詞shouldの用法　 [語順] ‥‥ 21 ~ 22

CD ⑪　would like to ̃の用法　肯定文 [語順] ‥‥ 23 ~ 24

CD ⑫　would like to ̃の用法　疑問文　 [語順] ‥‥ 25 ~ 26

CD ⑬　助動詞mayの用法　肯定文・否定文・疑問文 [語順] ‥‥ 27 ~ 28

CD ⑭　Will you ̃?の文の用法 [語順] ‥‥ 29 ~ 30

CD ⑮　Shall I[we] ̃?の文の用法 [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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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5級で登場する単語 　

　

【助動詞・動詞など】

□□~ねばならない must　[マスト]　 □□新聞 newspaper　[ニュースペイパ]

□□~べきだ should　[シュッド] 　 □□人たち people　[ピープる]

□□~でしょう shall 　[シャる]　 □□パーティー party　[パーティ]

□□~してもよい・かもしれない □□何か something　[サムすィング]

may　[メイ] □□夕食 supper　[サパ]

 　 □□水 water　[ウオータ]

□□たずねる ask　[アスク]

□□電話する call　[コーる] 　 【形容詞など】

□□掃除する clean　[クりーン] 　 □□暗い dark　[ダーク]

□□来る come　[カム] 　 □□親切な kind　[カインド]

□□飲む drink　[ドゥリンク] □□よろしい right　[ライト]

□□食べる eat　[イート] 　 all right

□□聞く listen　[りスン]

□□開ける open　[オウプン] 　 【副詞など】

□□(映画などを)見る see　[スィー] 　 □□再び again　[アゲイン]

□□滞在する stay　[ステイ] 　 □□後ろに back　[バぁック]

□□(風呂に)入る take　[テイク] □□早く early　[ア~り]

□□回る・曲がる turn　[タ~ン] □□今 now　[ナウ]

テレビをつける　turn on the TV □□外に out　[アウト]

□□使う use　[ユーズ] □□ゆっくり slowly　[スろウり]

□□洗う wash　[ワッシュ] 　 □□すぐに soon　[スーン]

 　 □□その時 then　[ぜン]

【名詞など】  　 □□いっしょに together　[トゥゲざ]

□□風呂 bath　[バぁす]

□□最善 best 　[ベスト]　 □□~の後 after　[あフタ]

□□箱 box　[バックス] □□~の前 before　[ビフォー]

□□朝食 breakfast　[ブレックファースト] □□~までに・~に by　[バイ]

□□顔 face　[フェイス] 　

□□病院 hospital　[ハスピタる] 　 □□いつか some day　[サム　デイ]

□□映画 movie　[ムービィ]

□□音楽 music 　[ミュージック]
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課題　助動詞(情緒動詞)のいろいろ 　　　　　　            学習日__月___日

 評価　A・B・C確　　認　　学　　習２年・第５級 ①

アィ   ハフ　トゥ　　　スタディ　　　イングりッシュ

【基本文】  I have to study English.
私は英語を勉強しなければならない

[１]　have to +原形動詞フレーズ 
haveは「何かをユウする」ということで、いろいろなものや人を付帯する状況をあらわします。

I have a book. 本をユウする
I have a sister. 妹をユウする

一方、haveが行為や状態を目的語にとる場合、have to+原形動詞フレーズ

の形になり、「~しなければならない」という意味でつかわれます。

[英文の生産]
Study English. I have to study English.

私はユウする　英語を勉強することを
英語を勉強する  --> 私は英語を勉強しなければならない

I have to ̃ We have to ̃ He has to ̃
You have  to ̃ You have to ̃ She has to ̃ They have to ̃

It has to ̃

had to +原形動詞フレーズは、「~しなければならなかった」と過去の意味となります。

[英文の生産]
Study English. I had to study English.
英語を勉強する  --> 私は英語を勉強しなければならなかった

I had to ̃ We had to ̃ He had to ̃
You had  to ̃ You had to ̃ She had to ̃ They had to ̃

It had to ̃

(否定文と疑問文)
have to ̃の否定文は、「~する必要はない」となり、疑問文は「~する必要があるか?」など
の意味となります。

[英文の生産]
Study English. You don't have to study English.

あなたはユウしない　英語を勉強することを
英語を勉強する  --> あなたは英語を勉強する必要はありません

I don't have to ̃ We don't have to ̃ He doesn't have to ̃
You don't have  to ̃ You don't have to ̃ She doesn't have to ̃ They don't have to ̃

It doesn't have to ̃

※「~する必要はなかった」と過去形は、すべてdidn't have to ̃になります。

[英文の生産]
Study English? Do I have to study English?

私はユウするか?　英語を勉強することを
英語を勉強するか?  --> 私は英語を勉強する必要がありますか?
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Do I have to ̃? Do we have to ̃? Does he have to ̃?
Do you have  to ̃? Do you have to ̃? Does she have to ̃? Do they have to ̃?

Does it have to ̃?

※「~する必要はありましたか?」と過去形は、すべてDid - have to ̃?になります。

(応答) Do I have to study English?
あなたは英語を勉強しなければなりませんか?

Yes, you have to.       /   No, you don't have to.
はい、しなければなりません　    いいえ、する必要はありません

[Ⅱ]　原形動詞フレーズを導く様々の用法
(1) had better +原形動詞フレーズ---「~したほうがいい」

[英文の生産]

Study English You had better study English.
あなたは~したほうがいい　英語を勉強することを

英語を勉強する  --> あなたは英語を勉強したほうがいい

(2) must +原形動詞フレーズ---「~しなければならない」
[英文の生産]

Study English You must study English.
あなたは~しなければならない　英語を勉強することを

英語を勉強する  --> あなたは英語を勉強しなければならない

※ mustで問われたら、Yes, - must.かNo, - don't(doesn't) have to ̃で答えます。
must not ̃は「~してはいけない」の意味となります。

(3) may +原形動詞フレーズ---「~かもしれない」「~してもいい」
[英文の生産]

Study English You may study English.
あなたは~してもいい　英語を勉強することを

英語を勉強する  --> あなたは英語を勉強してもよろしい

※ mayで問われたら、Yes, - may.かNo, - may not.で答えますが、May I ̃?など「~し
てもいいか?けの問いには、No, you must notと答える場合もあります。

(4) should +原形動詞フレーズ---「(当然)~すべきです」
[英文の生産]

Study English You should study English.
あなたは~すべきです　英語を勉強することを

英語を勉強する  --> あなたは英語を勉強するべきです

(5) Will you +原形動詞フレーズ?---「~してくれますか?」依頼の意味
[英文の生産]

Study English Will you study English?
あなたは~してくれますか?　英語を勉強することを

英語を勉強する  --> あなたは英語を勉強いただけますか?

(6) Shall I(we) +原形動詞フレーズ?---「~しましょうか?」「~しましょう」
[英文の生産]

Study English Shall we study English?
(私たち)~しましょうか?　英語を勉強することを

英語を勉強する  --> 英語を勉強しましょう

※Shall I ̃?(「~しましょうか?」と相手の意向を聞く)には、Yes, please (do).(はい、そうして
ください)か、No, thank you.(いいえ、けっこうです)と答えます。

また、Shall we ̃?(勧誘の問い)には、Yes, let's.(はい、そうしましょう)か、All rightなどと答え、
否定的な答えは、No, let's not. (いいえ、よしましょう)などと答えます。
※ Shall Ĩ?を相手の意向を問う表現、Shall we ̃?を勧誘表現といいます。


