中学英語がゼロからよくわかる本

攻略２ be動詞を征服せよ！①
今日は、全国のほとんどの中学１年生が１学期に習うことをいっしょに勉強しましょう。
まず、次の各文の
を引いた単語に注目してください。
① I am an English teacher.
② This is a pen.
③ Aki is my sister.
④ Jack and I are teachers.
⑤ We are students from Australia.
⑥ My brother is in America now.
⑦ I am a student of this school.
⑧ That man is Mr. Smith.
⑨ Tom and Ken are good friends.
⑩ They are studying math.
アム

イズ

ア ー

を引いた単語は am・is・are のどれかになっていますね。この３つの単語は、元はどれも同
じ be という単語(＝ be動詞と呼びます)でした。もともと同じだった単語が、どうして３つのちが
ったものになってしまったのでしょうか？ 実は、be動詞が、is・am・are という形に変身してしま
ったのですよ。
ビー

be動詞の変身
英語には、いくつかの変身語があります。変身というコトバを聞いて、あなたは何を思い出します
か。私は「仮面ライダー」や「ウルトラマン」などのヒーローたちを思い出します。少し古いです
か？
本題に入りましょう。いったいヒーローたちは、どういう時に変身をするのでしょうか。ヒーロー
たちが変身をするのは、決まってピンチにたたされた時ですね。つまり、何らかの状況が変わる時に
変身をするのです。それでは、be動詞の変身は、どのような状況の変化で起こるのでしょうか。次の
各文をよく見て、まず、あなたなりに答えを出してみてください。答えを見つけやすいように、be動
詞には
を引いておきます。
例文１
① I am Takanori Hidaka.
② You are Takanori Hidaka.
③ He is Takanori Hidaka.
例文２
① I am a student.
② You are a student.
③ He is a student.
④ She is a student.
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例文３
① I am a teacher.
② We are teachers.
③ They are teachers.
④ Mayumi and Takanori are teachers.
例文４
① It is a dog.
② They are dogs.
③ This is a dog.
④ These are dogs.
⑤ That is a dog.
⑥ Those are dogs.
何か気づきましたか？
何でもいいのです。大切なのは、あなた自身が考えるということです。そ
し せい
の姿勢が、英語の力をバリバリに高めていくのです。最初はまちがってもいいのです。まちがいを正
つと
していくのが私たち教師の勤めなのですから。
さて、話を元にもどしましょう。４つの例文を見て、あなたはどんなことに気づきましたか。たと
えばば、例文１では、
が引いてある単語の右側の語句はまったく同じ Takanori Hidaka です。
ということは、「 be動詞の変身を決めているのは、be動詞の左側の語句ではないか」という推理が成
ゆ う しゅう
てい
り立ちます。このような推理を立てられた人は、本当に優秀な探偵さんです。その他の探偵さんも、
次のことは発見できたのではないでしょうか。
■

を引いた単語の左に I がある時には、be動詞が am に

■

を引いた単語の左に You・They がある時には、be動詞が are に

■
を引いた単語の左に He がある時には、be動詞が is にそれぞれ変身しているという
発見です。
こ

この発見は、英文が２つずつあるので、確かな証拠になります。こう考えてくると、やはりbe動詞
の左側の語句が変身のカギをにぎっているみたいですね。それでは、この発見を元にして次のように
整理してみましょう。
☆ be動詞が am に変身している時、be動詞の左側にある語句を書いてください。

☆ be動詞が are に変身している時、be動詞の左側にある語句を書いてください。

☆ be動詞が is に変身している時、be動詞の左側にある語句を書いてください。

さあ、ここまでくればもうわかったも同然です。これからは私の出番です。

be動詞は主語で変身する
攻略１で勉強したことを思い出してください。動詞の左側にある語句を何と言いましたか？ そう、
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主語と言うのでしたね。be動詞の変身を決めているのは、実は主語と呼ばれる語句だったのです。
主語
ところで、主語になる語句は実にさまざまです。そして、日本語でも英語でも、主語になれるコト
バは、どんどん増え続けているのです。ですから、主語になれる語句はほとんど無限にあると言えま
す。無限に近い数の主語１つ１つに合わせて be動詞が変身していたのでは、新しい be動詞を作るの
も、またその変身を覚えていくのも大変ですね。そこで、英語では主語を３つの種類に分類し、その
３種類の主語に応じて be動詞の変身を決めたのです。
それでは、たくさんの主語をたった３つの種類に分ける方法をお教えしましょう。

３種類の主語
主語になる語句は、次の３つのものに分けられます。
アイ

ユー

ふくすう

① I ② You ・複数形 ③ I でも You でも複数形でないもの
さ ん に んしようた ん す う け い

※三人称単数形
三人称単数形と言います
三人称単数形

私たちがよくわからないのは、②の複数形というものですね。これさえわかれば、今すぐにでも、
主語を３つの種類に分けることができるようになるはずです。
複数形については、複数形の攻略のところでくわしく説明しますので、ここではとりあえず、次の
ことを覚えてください。

複数形と呼ばれる語句
ウィ

① We

ゼイ

アンド

② They ③

and

ズィーズ

④

s

ゾウズ

⑤ These ⑥ Those ※①～④が重要

③と④の
は１つの単語を表します。④は主語が２単語以上になっている場合の複数形
のパターンです。今後、主語が２単語以上になっている時には、いつも最後(１番右)の単語を見るよ
うにしてください。最後の単語の最後(１番右)のアルファベットが s になっている場合、その２単
語以上で表されている主語は複数形だと思ってください。
①の例

You

and

Ｉ

あなたと私は

④の例

My

brothers

私の兄たちは

さあ、これでもうあなたは、主語を３つの種類に分けることができるはずです。さっきの問題に出
てきた主語を早速分けてみましょう。
① I ⇒ これは I という単語だけです。
② You ・複数形 ⇒ You・We・They・Mayumi and Takanori・These・Those
ユア

注意せよ!! you と your はまったく別のものだ。
はまったく別のもの
your (あなたの・あなたたちの)は、you (あなたは・あなたたちは)という単語に r というアルフ
ァベットがくっついてできたものですが、Your ～が主語になる場合は、③の仲間になる場合もある
やく
ので注意しましょう。カギをにぎるのは Your ではなく、「～は」と訳す単語です。
ブラザァ

(例) Your brothers (あなたの兄たちは)→ ②

Your brother (あなたたちの兄は) → ③

③ 三人称単数形(＝ I でも You でも複数形でもないもの)⇒ He・She・It・This・That
次に、それぞれの主語の場合に使われている be動詞を見てください。①の場合には am 、②の場
合には are 、そして③の場合には is が使われていますね。
ここで、主語と be動詞の関係を次のように何回かつぶやいて覚えてしまいましょう。
アイ アム、ユー アー、ウィ アー、ゼイ アー、カッコ アンド カッコ アー、カッコ カッコ
エス アー、それ以外は is
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よ ゆう

※ズィーズ アー、ゾウズ アー もテストなどに出ないわけではありませんので、余裕があれば、つぶやいて
おいてください。

疑問文
疑問文というのは、何かをたずねる文です。
かくにん
まず、あなたが日本語の疑問文を理解できているかの確認をしてみますね。次の問題を解いてみて
ください。
問題４ 次の各文を疑問文にしてください。
(1) あなたは英語を勉強しています。

(2) あの女の人は女優です。

(3) 彼らは友だちだ。

(4) パフィーはふたごです。

(5) サヤカは２０歳です。

問題４の解答
(1) あなたは英語を勉強していますか。
(2) あの女の人は女優ですか。
(3) 彼らは友だちですか。
(4) パフィーはふたごですか。
(5) サヤカは２０歳ですか。
まつ

日本語の場合、疑問文と元の文とでは、ほとんどちがいがありません。文末(文の最後)に「か」と
ちょう
いうひらがながあるということが日本語の疑問文の特徴ですね。つまり、日本語では、「か」という
ひらがなが疑問文を作るのです。
ただし、(3)の答えのように、文の終わりを少し変化させなければならない場合もあります。この
文の場合、「か」というひらがなをくっつけるだけでは、「彼らは友だちだか。」となり、日本語には
なりません。そこで、文の終わりの方を少し変えて、「彼らは友だちか。」とか、「彼らは友だちです
か。」などと表します。
日本語の疑問文＝普通の文＋「か」。
次に、英語の疑問文について考えていきましょう。

英語の疑問文
次の各文をよーく見て、英語の疑問文の作り方を発見してください。発見しやすいように、主語を
で囲んでおきます。
元の文

疑問文

①

This is a pen.

→ Is this a pen?

②

You are a teacher. → Are you a teacher?
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③

He is a singer.

→ Is he a singer?

④

They are students. → Are they students?

⑤

I am tall.

→ Am I tall?

さあ、疑問文の作り方を発見できましたか。発見できたら、自分の口でつぶやいてみましょう。
ハイ、どうぞ…。
すべての例文の
で囲んだ主語と is・am・are ( be動詞)の順番がヒックリ返っていますね。そ
えいべい
うです。ヒックリ返しが疑問文の命なのです。つまり、英米人は、何かをたずねる時、
「この文は、
と う
普通の文ではないゾ
！」ということを、いきなり文頭(文の１番前)のコトバの順番を変えることで相
い ん しょう
手に印象づけているのです。さらに、文末に？(＝クエスチョンマークと呼びます)をつけることで、
お
し ん ちょう
もう１度ダメ押しをします。日本語の疑問文に比べて、かなり慎重ですね。また、疑問文を読む場合
か
には、？を読まないことになっているので、その代わりに２度目の印象づけとして文末を上げる
という変わった読み方をしています。
さて、話を元にもどします。英語の疑問文は、すべて主語と何か
何かをヒックリ返せば作れます。その
何か
何かの１つが be動詞( is・am・are )なのです。いい機会ですから、ここで疑問文を作る他の単語も
お教えしておきましょう。

疑問文を作る単語
ワズ

ワー

① be動詞(＝
is・am・are・was・were の５つ)
be動詞
※変身する前の形 be は疑問文を作れません。
じょ

② 助動詞
ハヴ

ハズ

③ 現在完了の have・has
以上が、疑問文を作ることのできるすべての単語です。be動詞の種類の中に、was
と were という
ふ
見なれないものが書かれてありますが、あまり気にせずに(後の攻略でまた触れます)、ここでは、
was と were という単語は be動詞の変身した形の１つだと思っておいてください。
また、③については、しばらくの間、脳ミソの底に眠らせておいてください。今の時点では、is・
am・are・was・were の５種類の be動詞、be動詞がなければ、助動詞と呼ばれる単語が疑問文を作る
と覚えておいてくださいね。
それでは、実際に疑問文を作ってみましょう。助動詞という単語については、まだ何もお教えして
いないので、
を引いておきます。
問題５ 次の各文を疑問文にしてください。
(1) You are an American.

(2) She can swim fast.

(3) You must go home.

(4) English is difficult.

(5) Those desks are new.

(6) It will rain soon.
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(7) I am Takanori Hidaka.

(8) I may smoke here.

(9) She is a singer.

(10) He could run fast.

問題５の解答
(1) Are you an American?
(2) Can she swim fast?
(3) Must you go home?
(4) Is English difficult?
(5) Are those desks new?
(6) Will it rain soon?
(7) Am I Takanori Hidaka?
※Am I ～?という疑問文を作らせる問題は、学校のテストではほとんどお目にかかれません。

(8) May I somke here?
(9) Is she a singer?
(10) Could he run fast?
ひ

否定文
否定文とは、あることを打ち消す文です。打ち消しと言われても、よくわかりませんね。日本語で
は、普通、「ない」とか「ません」などの語句を使う文のことです。
まず、日本語の否定文から作ってみましょう。

日本語の否定文
問題６ 次の各文を否定文にしてください。
(1) ぼくはドラえもんです。

(2) ユウカは女子大生です。

(3) ぼくはミワちゃんのＣＤを持っている。

(4) 妹は今ゲームをしている。

(5) 父はスキーができる。
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問題６の解答
(1) ぼくはドラえもんで(は)ない［ありません］。
(2) ユウカは女子大生で(は)ない［ありません］。
(3) ぼくはミワちゃんのＣＤを持っていない［ません］。
(4) 妹は今ゲームをしていない［ません］。
(5) 父はスキーができない［ません］。

英語の否定文
次の文はすべて否定文です。よく観察して特徴を考えてみてください。(元の文は疑問文の練習で
使った文と同じものです)
① You are not an American.
② She can not swim fast.
③ You must not go home.
④ English is not difficult.
⑤ Those desks are not new.
⑥ It will not rain soon.
⑦ I am not Takanori Hidaka.
⑧ I may not smoke here.
⑨ She is not a singer.
⑩ He could not run fast.
ナット

すべての文の中に、not という単語がふくまれていることに気づきますね。この単語が日本語の
「ない」とか「ません」という語句に当ります。否定文を作る時には、必ずこの not という単語を
使います。他に何か気づきませんでしたか。ポイントは、not の書かれた場所です。もう１度、よー
く見てください。
次のように答えられた人の観察力は大変すばらしいものです。必ず、英語の達人になれますよ。
さて、あなたに気づいてほしかったのは、not の前の単語です。not の前の単語は、さっき練習し
た疑問文を作った単語と同じものなのです。気づいていましたか？
つまり、否定文は、疑問文を作る単語( be動詞または助動詞)のすぐ後ろ(右側)に、not を書けば
作れるのです。否定文の命は、not を書く場所だということを頭にたたきこんでください。
否定文の練習も少しやっておきましょう。
問題７ 次の各文を否定文にしてください。(助動詞には、疑問文の時と同じように
(1) There is a table in the room.

(2) She can get up early.

(3) My father was at home then.
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(4) You may use this pencil.

(5) She must write a letter.

問題７の解答
(1) There is not a table in the room.
(2) She can not get up early.
(3) My father was not at home then.
(4) You may not use this pencil.
(5) She must not write a letter.
た ん しゅく

短縮形
not という単語は、すぐ前の単語と合体して１つの単語になることができます。合体の仕方は、
not の oントを消して、o を消しましたという印 ’(＝アポストロフィーと呼びます)を o のところに
書いて n't という形を作り、すぐ前の単語にくっつけます。このように、２つの単語が合体して１
つの単語になったものを短縮形と呼びます。
■ is

＋ not ＝ isn't

■ are

＋ not ＝ aren't

■ was

＋ not ＝ wasn't

■ were ＋ not ＝ weren't
アイム

am ＋ not の短縮形( amn't )は作れません。その代わりに、I と am を合体して、I'm と
いう短縮形を作り、その後ろに not を書くようにします。
■ I am not

＝ I'm not

疑問文と否定文についてマトメておきます。

疑問文と否定文の公式
疑問文 ⇒ 主語と be動詞か助動詞の順番をヒックリ返す
否定文 ⇒ be動詞か助動詞のすぐ後ろに not を書く
※ただし、変身前の be には、疑問文も否定文も作れない

さて、長かった be動詞の攻略もいよいよ終わりに近づいてきました。「エーッ、まだやるの？」そ
んなこと言わずに、もう少しつきあってくださいよ。私は今までに、英語に泣かされてきた子供たち
おどろ
を何人も教えてきましたが、彼らのほとんどが中学３年もの間英語を勉強してきて、 驚 くことに be
動詞の主語による変身や疑問文・否定文が作れなかったのです。その結果、私はこの be動詞の攻略
にこそ、中学英語をマスターさせるカギがあるとニラみ、授業でもここに多くの時間をかけています。
さあ、がんばって最後の攻略に入りましょう。
ところで、あなたは、be動詞の意味を知っていますか？
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「エッ!?そんなの今どき幼稚園の子でも知ってるんじゃないの？ 次の攻略に進もう」
と思ったあなた。ちょっと待ってください。その前に、次の英作文にチャレンジしてみてください。
正解できたら、次の攻略に進んでもらってもかまいませんよ。
問題８ 次の各文を英語に直してください。
(1) これはペンです。

(2) 私は英語が好きです。

問題８の解答
(1) これはカンタンですね。This is a pen. が正解です。
(2) I am like English. という答えを書きませんでしたか。この通りでなくても、am などの be
動詞を使って文を作ってしまった人は要注意です。正解は I like English. になります。
be動詞の is・am・are のある文を訳す時には、普通、be動詞を「です」とか「だ」というコトバ
こ
に置きかえますが、日本文を英文に直す時にも、「です」や「だ」を be動詞に置きかえると思い込ん
でいたら、大まちがい。痛い目にあってしまいます。
次の例文を見てください。

例文
① これはペンです。
② 彼は学生だ。
③ カナコはとてもかわいい。
この３つの日本文を英文に直す場合に使う動詞は、be動詞です。なぜだかわかりますか。①には
「です」②には「だ」があるので、学校でも教えられた通りに be動詞を使えばいいとわかります。
こんな文ばかりだと be動詞の意味を「です」や「だ」とお教えしてもいいのですが、③の場合には、
説明ができません。「です」や「だ」というひらがなが使われていないでしょ？
ところで、動詞とは、どんなコトバだったか覚えていますか。そうです。主人公(主語)の動きを表
す詞です。でも、①②③の文の中には、動きを表すようなコトバは、どこにもありません。まさか
「です」とか「だ」、あるいは「かわいい」というコトバを動きを表すコトバだと思っている人はい
ませんよね？
英語と日本語の大きなちがいの１つに、動詞の使い方があります。日本語では、１つの文の中に、
動きを表すコトバ(＝動詞)を使わない場合があってもいいのです。実際に動詞のない文は非常に多く
き
あります。ところが、英語では、１つの文の中に必ず１つの動詞を使わなければならないという決ま
りがあります。これを１文１動詞の大原則と呼びます。しかも、英語では、動詞を書く場所(＝主語
のすぐ後ろ)まで決まっていましたね。そこで生まれたのが、この
be動詞なのです。つまり、be動詞
こま
は、動きを表すコトバがない、「困ったべ( be )」という場合に使う動詞だと思ってもらえばいいの
です。また、be動詞を書くことで、主語がどの語句なのか、目で見てすぐにわかるという効果もあリ
ます。
せいふく

中学英語のマスターのカギは be動詞にあります。まずは、この「be動詞を征服せよ！①」の
章を完ぺきに攻略してください。
例文の解答
① This is a pen.
② He is a student.
③ Kanako is very cute.
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