中学英語がゼロからよくわかる本

攻略１ 主語と動詞を征服せよ！
ど う し

こうりゃく

第１回目は、今後の授業で何度も顔を出してくる主語と動詞というコトバについて攻略します。い
きなり文法用語が出てきて「イヤだなぁ」と思ってしまったあなた。日高式ならカンタンですよ。イ
ヤがらずに読んでみてください。

日本語の主語
主語とは、文の主人公になる語です。１つの文の中には、主人公がいる(ある)のです。それでは、
主語がどんなものなのか実際に見てみましょう。
①

吉野家の牛丼は 本当にうまい。

②

川崎先生が いつもぼくをはげましてくれた。

③

ぼくの奥さんは 和歌山生まれだ。

④

ネコのミューが 家の中をころげまわっている。

⑤

いなかの友だちは ゴルフにくるっている。
かこ

で囲んだ語句が主語です。
の中の最後のひらがなに注目してください。「は」か「が」に
ふ つう
なっていますね。日本語では普通、主語を「～は」とか「～が」の形で表すのです。このことから、
さが
日本語の主語は、「は」や「が」というひらがなを目印にして探せばいいことがわかります。ところ
が、英語には「このコトバは主語だゾ！」という目印になる「は」や「が」というひらがなに当るコ
トバがありません。
では、英語の場合は、いったいどのようにして主語を探せばいいのでしょうか。

英語の主語
さて、今からあなたに少し調べものをしてもらいます。手元に英和辞典を用意してください。「エ
～、そんなもの持っていないよー」ですって？ 辞書も持たないでいったいあなたは何を勉強するつ
もりだったのですか？ 私も昔は英語がまったくわからなくて、辞書をカベにぶつけてボロボロにし
た経験がありますが、英語の勉強をする時には、いつも辞書を手元に置いておきました。いくら日高
式でも、ヤル気がない人は伸びませんよ。持ってない人は、今すぐ買いに行ってきてください。
さっそく

さあ、準備はできましたか？それでは早速始めましょう。
ひん

問題１ 次の英文の
で囲んだ語句のすぐ後ろ(右側)の単語を辞書で調べ、その単語の品詞(＝
たし
コトバの種類)を確かめてください。
(1) This book is yours.
(2) You and Hiroto know my father.
(3) We have much rain in June.
(4) I go to school.
(5) These are good dictionaries.

品詞の調べ方：使う辞書は何でもいいのですが、できれば、発音記号といっしょにカタカナ読みが
品詞の調べ方
書いてあり、字も少し大きめの中学生用のカンタンなものを１冊用意してください。ちなみに私は、
学習研究社の「ジュニア・アンカー英和辞典」をよく使っています。
ため
それでは、試しに apple という単語を調べてみましょう。学習研究社の「ジュニア・アンカー英
和辞典」には、次のように書いてあります。
ａｐ・ｐｌｅ［æpl アプル］名（複 apples
apples[-z]）リンゴ.
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apple という単語の次に書いてある æpl が発音記号と呼ばれるもので、単語の読み方を表すもの
です。そして、その次に書いてある 名 が、辞書を使って調べてほしかった品詞というものです。品
詞は、普通、 で囲んだ１字の漢字や a. ｎ. ａｄｖ. ｖｉ. ｖｔ. のように、いくつかのアルファベットで書
かれています。
問題１の解答
(1) is を調べます。動 か 自 またはｖ．かｖｉ．と書いてあります。
(2) know を調べます。 動 か 他 またはｖ．かｖｔ．と書いてあります。
(3) have を調べます。動 か 他 またはｖ．かｖｔ．と書いてあります。
(4) go を調べます。動 か 自 またはｖ．かｖｉ．と書いてあります。
(5) are を調べます。動 か 自 またはｖ．かｖｉ．と書いてあります。
ほとんどの辞書には、このように書いてあるはずです。どれが書いてあってもＯＫ。いずれにして
も、これら(＝ 動・自・他・ｖ．・ｖｉ．・ｖｔ．)は、調べた単語が動詞と呼ばれるコトバであるこ
とを表しています。そして、私が
で囲んでおいた語句が主語だったのです。つまり、主語のすぐ
後ろには動詞と呼ばれるコトバが書かれてあることをあなたに発見してもらいたかったのです。
さあ、もうわかったでしょ。英語の主語を探すためには？ そうです。動詞を見つければいいこと
になりますね。
けんとう

｢でも、単語なんかほとんど覚えてないから、どの単語が動詞なのか見当もつかないよー」
と思っている人。そんなこと当り前！です。今まで、あなたは英語に泣かされてきたのでしょ？
それが私の説明をほんのちょっと聞いただけで「これが動詞だ」と、いきなりポンポンわかるように
なるのなら、私はこの本を書いたりなんかしていません。日高式の中学英語の攻略法は、今、始まっ
じようぶ
たばかりです。心配しなくても大丈夫。私を信じてついてきてください。
しょう

話が少し横道にそれましたが、私がこの章であなたにぜひ覚えてもらいたいことは、
英語では文の１番前(左側)に主語を書き、主語のすぐ後ろ(右側)に動詞を書く
ということなのです。これは本当に大切なことなので、今後の授業でもあなたの耳にタコができる
くらいに言い続けていきます。

主語が「～は」や「～が」というコトバだということは、最初にお話ししましたね。それでは、主
語のすぐ後ろに書かれる動詞とは、いったいどんなコトバなのでしょう？

動詞って何？
おこな

ことば

動詞とは、文字通り主人公が 行ういろいろな動きを表す詞です。
たとえば、私のある１日の動きをちょっとだけ書いてみます。
す

の

朝：起きる・(たばこを)吸う・(顔を)洗う・(歯を)みがく・(朝食を)食べる・(お茶を)飲む
のぼ

つくえ

昼：(車に)乗る・(階段を)上る・(机に)すわる・(プリントを)作る・(電話を)かける
夜：(英語を)教える・(生徒を)しかる・(ホワイトボードに)書く
これくらいでいいでしょう。動詞というコトバをわかってもらえたでしょうか？

注意せよ!! 動詞は、主語のすぐ後ろ(右側)の１単語だけですが、主語は動詞の前(左側)に
あるすべての語句であると思ってください。
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それでは、主語と動詞を見つける練習をしておきましょう。
問題２ 次の各文の主語を
(1) A week has seven days.

で囲んでください。(

が動詞です)

(2) We hear music with our ears.
(3) He told us many good stories.
(4) You and I went to the sea last summer.
(5) That is our house.

問題２の解答
(1) A week

で囲む語句
(2) We

(3) He

(4) You and I (5) That

問題３ 次の各文の動詞に
を引いてください。(
(1) Your brother gets up earlier than you.

が主語です)

(2) Masao lives in this city.
(3) Mai and Masahiro study English every day.
(4) She wrote a letter.
(5) They wanted something to eat.

問題３の解答
(1) gets

を引く語

(2) lives (3) study (4) wrote (5) wanted

今日の授業で、英語では文の１番前(左側)に主語(＝「～は」や「～が」というコトバ)を書き、主
語のすぐ後ろ(右側)に動詞(＝主語の動きを表すコトバ)を書くということをわかっていただけました
か？ 今後は、主語を早く探せるようになるためにも、動詞をドンドン覚えていくように心がけてく
ださいね。
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