
Excuse me.

How do you spell 
that word?

What does it say 
on the board?

I don’t understand the question.

I don’t know the answer.

What does 
this word mean?

I have a question.

Could you speak more slowly?

How do you say seifuku in English? How do you pronounce this word?

Could you say that again?

I beg your pardon?

Englis
hEnglis
h

先生が使う表現 生徒が使う表現

生徒が使う表現

Look up the word in the dictionary.   
（辞書でその単語を引きなさい。）

Get into pairs [groups of three].   
（ペア［3人のグループ］を組みなさい。）

Let’s check the answer.    
（答えを確かめましょう。）

The last student in each line, 
collect the papers. 
（列の最後の人，プリントを集めなさい。）

I’ll take the part of A. 
Please take the part of B.   

I think the answer is B. 
What do you think?

Sure.
I agree with you.

ペアワークやグループワークのとき

Classroom English

Open your textbook to page 10. 
（教科書10ページを開きなさい。）

役割を決めるとき 答えを確かめ合うとき

注意を引くとき ゆっくり話してほしいとき

繰り返して言ってほしいとき
質問があるとき

英語で何と言うか聞くとき

単語の綴
つづ
りを聞くとき

単語の意味を聞くとき 質問の意味がわからないとき

質問の答えがわからないとき

単語の意味を聞くとき

単語の読み方を聞くとき

May I ask 
a question?
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4 5

辞書の引き方

品詞に関連して辞書でよく使われる記号

A.  辞書で次の語を引くとき，どの順に出てきますか。出てくる順に数字を書きましょう。

1. (        ) apple (        ) air (        )  place

2. (        ) land (        ) road (        )  park

B.  次の5つの語の意味を辞書で調べ，かかった時間を書きましょう。

1. association (　　　　　　　　) 2. encourage (　　　　　　　　)

3. philosophy (　　　　　　　　) 4. stomach (　　　　　　　　)

5. voyage (　　　　　　　　)           分            秒

C.  次の5つの連語の意味を辞書で調べ，かかった時間を書きましょう。

1. carry on (　　　　　　　　) 2. give in (　　　　　　　　)

3. hand in (　　　　　　　　) 4. look after (　　　　　　　　)

5. put off (　　　　　　　　)           分            秒

D.  下線部の語の意味を辞書で調べましょう。

1. I will play the piano for you.  (                                 )

 I went to a play with my mother.  (                                 )

2. I bought two bottles of water at the store.  (                                 )

 I have to water the flowers in the garden.  (                                 )

3. Michael put all his money in the bank.  (                                 )

 Some people are sitting on the banks of the river. (                                 )

　紙の辞書の仕組みや引き方に慣れたら，電子辞書を
使ってみてもいいかもしれません。電子辞書は紙の辞書
に比べて手軽に引くことができますし，中には単語など
の発音を聞くことができるものもあります。一方で，電
子辞書は画面に表示できる範囲が小さいので，調べてい
る単語のさまざまな意味や用法，関連語などを一覧する
ことができず，見逃してしまう可能性もあります。また，連語や例文を見るために，「連
語」「用例」などと書かれたキーを押したり，画面で選んだりする必要があります。

名 名詞
C 可算名詞（複数形がある名詞）  〔例〕orange, cat, pen  など

U 不可算名詞（複数形がない名詞）  〔例〕fi re, health, power  など

代 代名詞

動 動詞
自 自動詞（目的語をとらない動詞）  〔例〕come, move（動く）, run（走る）

他 他動詞（目的語をとる動詞）  〔例〕catch, have, move（動かす）

助 助動詞 形 形容詞 副 副詞 前 前置詞 接 接続詞 冠 冠詞 間 間投詞

G

grow /gróu/ 　　(～s/-z/; grew/grú\/, grown/gróun/; ～· ing)

－　　成長する，育つ，生える；～の状態になる｜The tree ～s fast. 

その木は早く成長する。 / Their business grew big. 彼らの事業は大

きく発展した。

－　　～を育てる，栽培する，産出する｜This part of the country 

～s oranges. この地方はオレンジの産地だ。

grów ínto　大きくなって～になる｜The village grew into a town.

その村は大きくなって町になった。

grów úp　成長する，大人になる｜What do you want to be when 

you ～ up? 　大人になったら，何になりたいですか。

動

自

他

用例

意味

つめ見出し

連語

見出し語
単語はアルファベット順
に，原形で載っています。

品詞
発音記号のあとに示され，動詞や
名詞などの区別を表します。 語形変化

見出し語の使われている部分が「～」や斜字体で示されています。

発音記号

電子辞書について

Exercises

後送後送
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6 7

1  英語の発音と息づかい
英語の発音では，日本語と比べてたくさんの息を使います。
右の絵のように顔の前に一枚の紙を手で持ちます。その状態で 
pet と発音します。紙が揺れましたか。今度はpetとささやい
てください。それでも紙が揺れれば合格です。

2  音節とアクセント
英語単語を発音するときには，音節の数を意識しながら，強勢が置かれている音節を強く長く

発音しましょう。 たとえば，sandwichは  と発音します。では，次の単語がどのパターン
にあてはまるか考え，発音してみましょう。

1. 　2. 　3. 　4. 　5. 

（ア） control （イ） future （ウ） Japanese （エ） library （オ） popular
（カ） station （キ） surprise （ク） umbrella （ケ） understand （コ） vacation

3  英文も単語のように発音
英文を発音するときも，単語を発音するときのように，なるべくひとつの息で，強勢が置かれ
る部分を強く長く発音しましょう。
（１） breakfast  See you.   /   Thank you. /   That’s it.
（２） prepare      　　 Take care.  /   Watch out. /   Sounds great.
（３） tomorrow          I like it.      /   You made it. /   I’ll miss you.
（４） engineer          I like apples.  /   See you later. /   Thanks a lot. 

4  イントネーション
英語の文を発音する場合，イントネーション（抑揚・音調）に注意しましょう。

（１） I like tennis very much.    （平叙文）
（２） Are you interested in classical music?    （一般疑問文）
（３） What is your favorite subject?    （疑問詞で始まる疑問文）
（４） Would you like coffee  or tea?    （選択疑問文）
（５） I like English , math , and science.    （リストアップする場合）

疑問詞で始まる疑問文の場合も，上げ調子で終わる場合もあります。尋ね方が柔らかくなります。
What is your name?     Where do you live? 

5  英語のリズム
英語の文の発音においては，原則として弱く発音されるところと強く発音されるところが交互に現

れます。原則として，名詞，形容詞，動詞，副詞などを強く発音しましょう。

I need you. ／ Nice to meet you. ／ Look at that. ／ Come here quickly.

また，強く発音される部分を等間隔にすると英語らしいリズムになります。

（１） We   bought   a book.
（２） We have   bought you   a book.

英語の発音で気をつけること

pet

6  強形と弱形
英単語の発音には強形と弱形があります。単独で発音される場合は強形で発音されますが，

文中では文脈によって強形になったり，弱形になったりします。

（１） a)  I like math and science.   （強形 /2nd/）
       b)  I like bread and butter.   （弱形 /n/）
（２） A:  Can you speak any foreign languages?    （強形 /k2n/）
 B:  Yes, I can speak English and French.   （弱形 /k6n/）

7  音の化学変化①：ひとつになる音
先行する単語の語尾の音と後続の単語の先頭の音が合体して，異なる音をつくり出す場合があります。

（１）  /t/ + /j/  →  /tƒ/ :   Is this what you want?
（２）  /d/ + /j/   →  /dΩ/ :   Would you like something to drink?
（３）  /s/ + /j/   →  /ƒ/ :   In case you need it, please let me know.
（４）  /z/ + /j/   →  /Ω/ :   Has your letter come?

8  音の化学変化②：つながる音
先行する単語の最後の子音と後続の単語の最初の母音が連結して，本来聞こえないはずの音が

聞こえてくる場合があります。
（１） good afternoon   [d2] （２） after all   [r4]
（３） near it   [ri] （４）far away   [r6]
（５） not at all   [t6]と [t4] （６） put it on   [ti]と [t1]

9  音の化学変化③：聞こえなくなる音
先行する単語の最後の子音が，後続の単語の最初の子音と調音点を共有するため脱落する場合

があります。
（１）  next day  /  last chance  /  mashed potatoes  /  finished now
（２）  I’ve got to go.  /  What do you want?  /  We could try. 
（３）Don’t do it.  /  You mustn’t lose it.  /  Doesn’t he know?

10  日本語母語話者が特に苦手とする発音
１. /l/と /r/の区別

  /l/と /r/の区別が難しいのは，日本語にこの区別が存在しないからです。
 ・/l/：舌の先を上の歯茎に押し当て，息を舌の両横から漏らしながら発音します。
 ・/r/：舌の先を口の中のどこにも触れさせずに，そのまま次に来る母音を発音します。
 （１） light ̶ right（２） late ̶ rate（３）collect ̶ correct（４） fl ee  ̶ free
 /r/を発音する時に唇を丸めて発音すると /r/の発音らしくなります。

２. 日本語にない子音の発音
/f/と /v/： 上の歯で下唇をしっかり嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
fi sh, fi nish, enough, staff  /  vet, victory, fi ve, twelve
/˙/と /ø/：舌の先端部を両歯で嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
three, throat, month, cloth  /  this, those, weather, bathe

３. 子音連結
日本語は原則子音と母音の組み合わせで発音されます。したがって，子音と子音が連なる
場合は注意が必要です。
語頭： cloth,  dream,  fl ower,  spread,  travel
語中： attract,  include,  approach,  destroy,  instrument
語尾： dogs,  talked,  sixth,  twelfth,  strength 
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 /r/を発音する時に唇を丸めて発音すると /r/の発音らしくなります。

２. 日本語にない子音の発音
/f/と /v/： 上の歯で下唇をしっかり嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
fi sh, fi nish, enough, staff  /  vet, victory, fi ve, twelve
/˙/と /ø/：舌の先端部を両歯で嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
three, throat, month, cloth  /  this, those, weather, bathe

３. 子音連結
日本語は原則子音と母音の組み合わせで発音されます。したがって，子音と子音が連なる
場合は注意が必要です。
語頭： cloth,  dream,  fl ower,  spread,  travel
語中： attract,  include,  approach,  destroy,  instrument
語尾： dogs,  talked,  sixth,  twelfth,  strength 
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A主語と動詞の関係
1  主語が動詞の前にくる

 主	 語 ＋ 動 詞 ＋  ～
 I walk to school every day. 　　（私は）毎日学校へ歩いていきます。
日本語とは異なり，英語では主語を必ずおかなければいけない。

2  動詞にはbe動詞と一般動詞がある
be動詞「～だ」 一般動詞「～する」

主語の特徴・性質や状態を表す 主語の動作・状態を表す
am, is, are, was, were  など play, learn, know, likeなどbe動詞以外の動詞
Hanako is a very good tennis player.
（ハナコはテニスがとても上手です。）

Hanako plays tennis after school.
（ハナコは放課後テニスをします。）

3  主語の人称によって動詞は変化する
人 称 単　数 複　数
1人称 I we
2人称 you you
3人称 he, she, it, Taro  など they, Taro and Hanako  など

人 称 be動詞の場合 一般動詞の場合

単 数
1人称 I am a basketball player. I play basketball.
2人称 You are a basketball player. You play basketball.
3人称 She is a basketball player. She plays basketball.

複 数
1人称 We are basketball players. We play basketball.
2人称 You are basketball players. You play basketball.
3人称 They are basketball players. They play basketball.

4  時間によって動詞が変化する
英語では，時間によって動詞が変化する。英語の基本的な時間表現には，現在形（現在の習慣

を表す）を用いた現在時制，過去形（過去の習慣や出来事を表す）を用いた過去時制，助動詞な
どを用いた未来表現がある。
時間表現 be動詞の場合 一般動詞の場合
現在時制 I am a basketball player. I play basketball.
過去時制 I was a basketball player. I played basketball.

未来表現 I will [am going to]  be a 
basketball player.

I will [am going to]  play 
basketball.

現在の場合 過去の場合
進行形 I am playing basketball. I was playing basketball.

完了形 I have played basketball for 
five years.

I had played basketball before 
I entered this high school.

1  品詞：英語の単語は次のようなグループ（品詞）に分かれる
品詞名 役　割 例

1. 名　詞 人や事物の名称を表す。主語，目的語，補語と
して働く。

Taro, school, letter, friend 
など

2. 代名詞 名詞の代わりをする。名詞と同じ働き（主語，
目的語，補語）をする。 I, you, it, they  など

3. 動　詞 人や事物の動作や状態を表す。文構造の中核と
して働く。 play, study, is, are  など

4. 形容詞 人や事物の性質や特徴などを表す。名詞の修飾
語や補語として働く。 happy, useful, kind  など

5. 副　詞 形容詞や動詞を修飾する語として働く。 early, very, always  など

6. 助動詞 動詞に可能，義務，許可などの意味を補う。 can, must, should  など

7. 接続詞 語と語，句と句，節と節をつなぐ。 and, or, when, because など

8. 前置詞 名詞の前に置かれ，修飾句を構成する。 in, on, at, with, between  
など

9. 冠　詞 名詞の前に置かれ，その名詞が特定（the dog）
のものか，不特定（a dog）のものかを表す。

the （定冠詞）　
a, an（不定冠詞）

10.間投詞 喜び，驚き，悲しみ，賞賛などの感情を表す。 oh, ah, well, ouch  など

A:  I   usually   get   up   at   five   and   take   a   walk   with   my   dog.
 代名詞  副 詞  動 詞  副 詞  前置詞  名 詞  接続詞  動 詞  冠 詞  名 詞  前置詞   代名詞  名 詞

B:  Oh,   that   is   very   good   for   your   health.
 間投詞  代名詞  動 詞  副 詞  形容詞  前置詞  代名詞  名 詞

2  単数形・複数形：名詞を複数形にする場合は語尾にs/es などをつける
複数形の種類 単数形 複数形

語尾にsをつけて複数形をつくる名詞 a cat cats

語尾（s, o, x, sh など）にesをつけて複数形をつくる名詞 a potato potatoes

語尾のyを iにかえ，esをつけて複数形をつくる名詞 a dictionary dictionaries

語尾の f/feをvにかえ，esをつけて複数形をつくる名詞 a leaf, a knife leaves, knives

独自の複数形を持つ名詞 a child children

　※単数形と複数形が同じ形のもの（deer，fish など）もある。

B品詞，単数形・複数形

　

英語の基礎知識（1）   本課の学習に入る前に
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1  英語の発音と息づかい
英語の発音では，日本語と比べてたくさんの息を使います。
右の絵のように顔の前に一枚の紙を手で持ちます。その状態で 
pet と発音します。紙が揺れましたか。今度はpetとささやい
てください。それでも紙が揺れれば合格です。

2  音節とアクセント
英語単語を発音するときには，音節の数を意識しながら，強勢が置かれている音節を強く長く

発音しましょう。 たとえば，sandwichは  と発音します。では，次の単語がどのパターン
にあてはまるか考え，発音してみましょう。

1. 　2. 　3. 　4. 　5. 

（ア） control （イ） future （ウ） Japanese （エ） library （オ） popular
（カ） station （キ） surprise （ク） umbrella （ケ） understand （コ） vacation

3  英文も単語のように発音
英文を発音するときも，単語を発音するときのように，なるべくひとつの息で，強勢が置かれ
る部分を強く長く発音しましょう。
（１） breakfast  See you.   /   Thank you. /   That’s it.
（２） prepare      　　 Take care.  /   Watch out. /   Sounds great.
（３） tomorrow          I like it.      /   You made it. /   I’ll miss you.
（４） engineer          I like apples.  /   See you later. /   Thanks a lot. 

4  イントネーション
英語の文を発音する場合，イントネーション（抑揚・音調）に注意しましょう。

（１） I like tennis very much.    （平叙文）
（２） Are you interested in classical music?    （一般疑問文）
（３） What is your favorite subject?    （疑問詞で始まる疑問文）
（４） Would you like coffee  or tea?    （選択疑問文）
（５） I like English , math , and science.    （リストアップする場合）

疑問詞で始まる疑問文の場合も，上げ調子で終わる場合もあります。尋ね方が柔らかくなります。
What is your name?     Where do you live? 

5  英語のリズム
英語の文の発音においては，原則として弱く発音されるところと強く発音されるところが交互に現

れます。原則として，名詞，形容詞，動詞，副詞などを強く発音しましょう。

I need you. ／ Nice to meet you. ／ Look at that. ／ Come here quickly.

また，強く発音される部分を等間隔にすると英語らしいリズムになります。

（１） We   bought   a book.
（２） We have   bought you   a book.

英語の発音で気をつけること

pet

6  強形と弱形
英単語の発音には強形と弱形があります。単独で発音される場合は強形で発音されますが，

文中では文脈によって強形になったり，弱形になったりします。

（１） a)  I like math and science.   （強形 /2nd/）
       b)  I like bread and butter.   （弱形 /n/）
（２） A:  Can you speak any foreign languages?    （強形 /k2n/）
 B:  Yes, I can speak English and French.   （弱形 /k6n/）

7  音の化学変化①：ひとつになる音
先行する単語の語尾の音と後続の単語の先頭の音が合体して，異なる音をつくり出す場合があります。

（１）  /t/ + /j/  →  /tƒ/ :   Is this what you want?
（２）  /d/ + /j/   →  /dΩ/ :   Would you like something to drink?
（３）  /s/ + /j/   →  /ƒ/ :   In case you need it, please let me know.
（４）  /z/ + /j/   →  /Ω/ :   Has your letter come?

8  音の化学変化②：つながる音
先行する単語の最後の子音と後続の単語の最初の母音が連結して，本来聞こえないはずの音が

聞こえてくる場合があります。
（１） good afternoon   [d2] （２） after all   [r4]
（３） near it   [ri] （４）far away   [r6]
（５） not at all   [t6]と [t4] （６） put it on   [ti]と [t1]

9  音の化学変化③：聞こえなくなる音
先行する単語の最後の子音が，後続の単語の最初の子音と調音点を共有するため脱落する場合

があります。
（１）  next day  /  last chance  /  mashed potatoes  /  finished now
（２）  I’ve got to go.  /  What do you want?  /  We could try. 
（３）Don’t do it.  /  You mustn’t lose it.  /  Doesn’t he know?

10  日本語母語話者が特に苦手とする発音
１. /l/と /r/の区別

  /l/と /r/の区別が難しいのは，日本語にこの区別が存在しないからです。
 ・/l/：舌の先を上の歯茎に押し当て，息を舌の両横から漏らしながら発音します。
 ・/r/：舌の先を口の中のどこにも触れさせずに，そのまま次に来る母音を発音します。
 （１） light ̶ right（２） late ̶ rate（３）collect ̶ correct（４） fl ee  ̶ free
 /r/を発音する時に唇を丸めて発音すると /r/の発音らしくなります。

２. 日本語にない子音の発音
/f/と /v/： 上の歯で下唇をしっかり嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
fi sh, fi nish, enough, staff  /  vet, victory, fi ve, twelve
/˙/と /ø/：舌の先端部を両歯で嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
three, throat, month, cloth  /  this, those, weather, bathe

３. 子音連結
日本語は原則子音と母音の組み合わせで発音されます。したがって，子音と子音が連なる
場合は注意が必要です。
語頭： cloth,  dream,  fl ower,  spread,  travel
語中： attract,  include,  approach,  destroy,  instrument
語尾： dogs,  talked,  sixth,  twelfth,  strength 
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（２）  I’ve got to go.  /  What do you want?  /  We could try. 
（３）Don’t do it.  /  You mustn’t lose it.  /  Doesn’t he know?

10  日本語母語話者が特に苦手とする発音
１. /l/と /r/の区別

  /l/と /r/の区別が難しいのは，日本語にこの区別が存在しないからです。
 ・/l/：舌の先を上の歯茎に押し当て，息を舌の両横から漏らしながら発音します。
 ・/r/：舌の先を口の中のどこにも触れさせずに，そのまま次に来る母音を発音します。
 （１） light ̶ right（２） late ̶ rate（３）collect ̶ correct（４） fl ee  ̶ free
 /r/を発音する時に唇を丸めて発音すると /r/の発音らしくなります。

２. 日本語にない子音の発音
/f/と /v/： 上の歯で下唇をしっかり嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
fi sh, fi nish, enough, staff  /  vet, victory, fi ve, twelve
/˙/と /ø/：舌の先端部を両歯で嚙んでから，息を漏らしながら発音します。 
three, throat, month, cloth  /  this, those, weather, bathe

３. 子音連結
日本語は原則子音と母音の組み合わせで発音されます。したがって，子音と子音が連なる
場合は注意が必要です。
語頭： cloth,  dream,  fl ower,  spread,  travel
語中： attract,  include,  approach,  destroy,  instrument
語尾： dogs,  talked,  sixth,  twelfth,  strength 
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を振り返ることから，始めます

「基礎・基本」
の徹底

を図ります。
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