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攻略３ 一般動詞を征服せよ！①
いっぱん

攻略２で、be動詞について学びましたが、ここでは、be動詞以外のすべての動詞(＝一般動詞と呼
びます)について勉強しましょう。

日本語の動詞
まず、日本語の動詞を思いつくままにいくつかあげてみます。
わら

走る・食べる・飲む・書く・笑う・歌う…。
これらのコトバに共通することは、まず、何らかの動き(動作)を表しているということです。そし
て、それぞれのコトバの最後のひらがなをのばすと、“ウー”という音になるということですね。
（例）走るウー・飲むウー
これが、日本語の動詞の特徴です。

英語の動詞
攻略１のところで、英語の動詞は書かれる場所がキチンと決まっているということをお話ししまし
たが、いったいどこに書かれるのだったか、覚えてますか？ 主語のすぐ後ろ(右側)に書かれるので
したね。これが、私たちがすでに知っている動詞の特徴の１つですが、その他にも何か考えられない
でしょうか？ 私たちは、すでに、be動詞について攻略２のところで学んだのですから、…。
「そうか！ be動詞も一般動詞も同じ動詞なのだから、共通する特徴があるかもしれないなぁ」
なんて考えられれば最高です。
それでは、be動詞と比べることによって、一般動詞の特徴を発見してみましょう。まず、be動詞の
特徴を思い出してください。

be動詞の特徴
① 主語で変身する ② 疑問文や否定文を作る ③ 動きを表すコトバがなくて、困った時に使う
以上の３つでしたね。
けんとう

それでは、これらの３つの特徴が、一般動詞についても当てはまるかどうか、１つずつ検討してい
きましょう。
まず、③の特徴についてですが、一般動詞は必ず何らかの動き(動作)を表しているので、これは当
てはまりません。
次に、①の特徴について考えてみましょう。

一般動詞は主語で変身するか？
主語には、３つの種類のものがありました。それぞれの種類の主語を使った例文を書いてみますの
で、一般動詞が主語で変身するのかどうか、あなたの目で見て確かめてみてください。主語が I の
場合を①、主語が You・複数形の場合を②、そして、主語が三人称単数形(＝ I でも You でも複数
形でもないものですよ)の場合を③とします。
プレイ

例文１ play (する)という動詞を使って
① I play tennis.
② You play tennis.
③ He plays tennis.
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スィング

例文２ sing (歌う)という動詞を使って
① I sing well.
② You sing well.
③ He sings well.

さあ、例文１と例文２の英文から、どんなことがわかりますか。①と②の場合には、どちらの英文
も動詞は変身をしていませんね。ところが、③の場合は、どちらの英文も動詞に s がついています。
気づいていましたか？ そうです。これが、一般動詞の変身なのです。一般動詞も主語で変身をする
のです。ただし、主語が I や、You・複数形の場合には変身をしません。変身をするのは、主語が三
び
人称単数形の場合です。この場合だけ、語尾(単語の終わりの部分)にｓがつくという変身をするの
です。
一般動詞と be動詞の変身について表にまとめてみます。
一般動詞と be動詞の変身
主語

be動詞

一般動詞

I

am

変身しない

You・複数形

are

変身しない

三人称単数形

is

動詞に s がつく

さて、この一般動詞に s がつくという変身ですが、表をよく見てください。おもしろいことに気
づきますよ。それは、be動詞も一般動詞も主語が三人称単数形の場合に変身をしますが、その変身し
た後の動詞の最後のアルファベットは s になってしまうということです。be動詞と一般動詞は性格
のちがった動詞ですが、意外なところで共通しているのですね。こんなちょっとした発見にも、勉強
よろこ
することの喜びがあります。
それでは、一般動詞の変身について少し練習をしてみましょう。
問題９ 次の(
)内の動詞を適当な形にかえてください。(ただし、そのままのものもあります)
(1) My sisters (speak) English very well.
(2) She (write) some letters.
(3) Ayaka (sing) a song.
(4) You (like) this book.
(5) My father (read) many books.

問題９の解答
ライツ

(1) そのまま (2) writes

ｽｨﾝｸﾞｽﾞ

(3) sings

リーヅ

(4) そのまま (5) reads

もし、一般動詞に s がつくかどうかよくわからない人は、be動詞の変身と同じように考えてくだ
さい。つまり
「もし、(

)内の動詞が be動詞だったら、isに変身する(isを使う)なぁ」

という場合に、(
うになりますよ。

)内の一般動詞に s をつけるようにするのです。そうすれば、必ずできるよ

実際にやってみます。
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マイ

スィスタァズ

(1)の主語は My は sisters
です。主語が２単語以上で and がない場合は、最後の単語を見て主語が
んだん
複数形かどうかの判断をします。つまり、sisters という単語だけで判断するのです。sisters とい
う単語は、sister (妹)に s がくっついて複数形になった、
s のパターンです。主語が複
数形の場合、be動詞だったらどんな形に変身しましたか。
「are
にヘンシーン」でしたね。are
にはs
スピーク
がついていないので、speak という動詞を使う場合にも s はつきません。つまり、そのまま
そのままという
そのまま
答えになります。
それでは、もう１問。
シー

(2)の主語は She です。She という単語は I でも You でも複数形でもないものなので、be動詞だ
ったら is に変身します。is には s がついているので、write という動詞を使う場合にも s がつ
きます。よって、答えは writes
writes になります。
これでわかってもらえましたか。大切なのは、be動詞も一般動詞も主語が三人称単数形(＝ I でも
You でも複数形でもないもの)の場合に s がつく変身をするということです。

この一般動詞にsがつくという変身について、もう少しくわしく勉強してみましょう。

三単現のs
今、あなたが勉強している動詞は現在の動きを表す形ですから、現在形と呼ばれます。すべての動
詞は、主語が三人称単数形で現在形の時には、s というアルファベットで終わります。
だれ
これを三単現の s と呼び、英語を教える先生なら誰でもよく使う文法用語の１つなので、必ず覚
えておきましょう。
※普通の先生は、この三単現の s というコトバを一般動詞についてだけ使われます。is の s も三単現の s
であるということは、この本だけの秘密ですよ。

s のつけ方
ルール１
普通は、動詞の語尾(終わりの部分)に s だけをつけます。
ルール２
動詞の語尾が sh・ch
sh ch・o
ch o というアルファベットで終わる場合には es をつけます。sだけだと発音
しにくいからです。
ワッシ

ワッシーズ

(例) wash
sh (洗う) → wash
shes
sh
ルール３
動詞の語尾が y というアルファベットで終わる場合には、いつも y の１つ前(左側)のアルファベ
ぼ いん
ットを見るクセをつけてください。y の１つ前のアルファベットが a・i・u・e・o (＝母音と呼ばれ
ます)の場合は、そのまま s をつけ、それ以外のアルファベットの場合(＝子音と呼ばれます)には、
y を ie にかえて s をつけてください。
スタディ

スタディズ

(例) study
dy (勉強する）→ studie
dies
die

ついでに、ここで１ついいことをお教えしておきましょう。

英語では、y というアルファベットで終わる単語を変身させる時には、y
y は ie に、また、
ie というアルファベットで終わる単語を変身させる時には、ie
ie は y にかわります。これを１つの
公式として覚えておきましょう。

y ⇔ ie
ライ

しんこう

(例) lie (横たわる)という動詞に ing をつける変身が、進行形の攻略のところで出てきますが、
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lie という単語は、ieライイング
というアルファベットで終わっているので、ie を y にかえてing をつけま
す。つまり、lie
ie → ly
ying となるのです。

一般動詞の疑問文と否定文１
be動詞は、疑問文や否定文を作ることができましたが、一般動詞の場合は、どうでしょう。答えは、
もちろん No です。P.11に書いた疑問文と否定文の公式を思い出してください。
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

でしたね。つまり、一般動詞には疑問文や否定文を作ることはできないのです。
テニス

それでは、You play tennis. という文を今のあなたの力で、①疑問文、②否定文に書きかえてみ
ましょう。
①

②

×の答え その１
疑問文： Play you tennis?
否定文： You play not tennis.
「こんな答えを書いた人、手をあげてー？」と言うと、必ず数人の子が手をあげます。あなたは、
どうだったでしょうか。
今、私は、一般動詞には疑問文や否定文を作ることはできない！とお話ししたばかりですね。つま
り、一般動詞の play (するウー)と主語の you をヒックリ返して疑問文を作ることはできませんし、
play の後ろに not を書いて否定文を作ることもできないのです。今の時点で、私たちが主語とヒッ
クリ返して疑問文を作ったり、後ろにnotを書いて否定文を作ったりすることのできるコトバは、
is・am・are・was・were の５種類の be動詞か助動詞と呼ばれるものだけです。
×の答え その２
疑問文： Are you play tennis?
否定文： You aren't play tennis.
これも、私がよく見てきた答えです。Play
you tennis? や You play not tennis. に比べると、
そう
発想は Good です。この答えを書いた人は、たぶん
「一般動詞には、疑問文は作れない。じゃあ、be動詞を使えばいいんだ。You が主語だと、be動詞
は are に変身するから…、You と are をヒックリ返して…」
などと、考えたのではないかと思われます。よく考えて問題を解きましたね。でも、あなたは、メ
わす
チャメチャ大切なことを忘れていたのではないでしょうか。P.12でお話した１文１動詞の大原則
１文１動詞の大原則です。
１文１動詞の大原則
この原則は、英語では、１つの文の中には動詞は１つしか使えないということを表しています。つま
と も
ゆる
り、一般動詞と be動詞は共に動詞ですから、どんなに困っても、いっしょに使うことは許されない
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のです。
「じゃあ、いったいどうすればいいんだ。さっさと教えろ」
こうふん

そん き

まあまあ、そう興奮しないでください。短気は損気ですよ。実は、助動詞というコトバを使えばよ
かったのです。be動詞が使えないのですからこれしかありません。助動詞については攻略10のところ
でくわしくお話ししますので、ここで、助動詞の基本的な性格について学んでおきましょう。

助動詞
助動詞とは、文字通り動詞を助けるコトバです。一般動詞の play が、疑問文や否定文を作れと言
われて困っているので、助動詞がそれを助けてやるのです。この便利なコトバを使えば、疑問文や否
ず
定文がカンタンに作れてしまうことは、問題５と問題７のところですでに練習済みです。この助動詞
を使うということを思い出して、You play tennis. という文の１つ１つの単語を辞書を使って調べ
てみたあなた。本当にいい心がけです。いつか必ずその姿勢はむくわれますよ。
さて、単語の種類(＝品詞と呼びます)を調べてみると、この You だplay
tennis. という文の中には、
いめい
助動詞が使われてないことがわかります。辞書には、You は 代 (＝代名詞)、play は 動 (＝動詞)、
そして、tennis は 名 (＝名詞)と書いてあります。いやー、まいりました。be動詞もない、助動詞
もないでは、疑問文や否定文なんか作れっこありませんからね。じゃあ、「解なし」とでもなるので
しょうか。まさか、そんな。数学じゃああるまいし。それでは、何のためにここまでお話ししてきた
のかわかりません。さあ、これからがいよいよ本番ですよ。
助動詞というコトバは、動詞のすぐ前(左側)に書かれ、そのほとんどは、目に見えるのですが、ふ
にんじゃ
かく
あらわ
だんは動詞のすぐ前にまるで忍者のように隠れていて、動詞が困った時に姿を
現 す助動詞がありま
ドゥー
す。その助動詞が do です。日高式英語では、この do のことを隠れた助動詞と呼んでいます。一般
動詞の文では、この隠れた助動詞の do が、疑問文や否定文を作るために動詞のすぐ前に隠れている
と考えてください。
つまり、You
play tennis. という文を
You ( do ) play tennis. と考えるのです。
ここまでくれば、疑問文と否定文を作るのはカンタンです。まず、疑問文ですが、主語の You と
隠れた助動詞の do をヒックリ返して、
Do you play tennis?
とすればいいのです。
否定文もカンタンです。隠れた助動詞の do のすぐ後ろ(右側)に not を書いて、
ドウント

You don't play tennis.
※do notの短縮形

となります。

一般動詞の疑問文と否定文２
プレイズ

次に、He plays tennis. という文の疑問文を考えてみてください。

Do he plays tennis? では、正解にはなりませんよ。確かに、主語が You の場合と同じように、
動詞 plays の前に助動詞の do が隠れているので、
He
plays tennis. という文は、
He ( do ) plays tennis. と考えるのですが、実は、助動詞のdoが姿を現す時、動詞にあることが
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起こっていたのです。
わざ

ここで、いよいよお待ちかねのウラ技の登場です。ウラ技というのは、私が独自に開発した考え方
で、英語に泣かされてきた人の多くがなかなかマスターできず、くり返しまちがってしまうような
じ こ う
文法事項をできるだけカンタンにまとめたものです。このウラ技をしっかりと覚えて、バリバリと
力をつけていってください。
ウラ技!! その１

助動詞はスケベ

助動詞というコトバには、実に変わった性格があり、その性格を私はスケベと名づけました。こ
れが、日高式英語１発目のウラ技です。このウラ技を覚えることで、あなたにとっていったいどん
なプラスがあるのかを説明していきましょう。
助動詞というコトバが、動詞のすぐ前(左側)に書かれ、疑問文や否定文を作る性格を持っている
ことは、すでにお話ししましたが、私たちが絶対に忘れてはならないもう１つの大切な性格があり
げんけい
ます。それは、助動詞を使うと、動詞は必ず変身する前のハダカの状態(＝原形と呼びます)にもど
ってしまうということです。つまり、助動詞は、動詞の原形とペアで使われるものなのです。これ
こうてい
は肯定文(＝疑問文や否定文でない普通の文)の時だけでなく、疑問文や否定文の時も同じです。と
ころが、この大切な決まりを子供たちはよくまちがえてしまいます。子供の立場になって考えてみ
む
むずか
ると、無理もありません。英語の授業で使われるコトバは
難 しすぎるのです。主語・動詞・三単現
ふ し ぎ
の s ・助動詞・原形…。こんなの覚えられる方が不思議なくらいです。そこで、私は悩みました。
いっぱい
しかし、いくら悩んでみても、せいぜい動詞の原形のことをハダカと教えるのが精一杯でした。そ
んなある日のこと、疑問文と否定文を作る練習をしていた時に、ハダカ
→ スケベという連想が、
つ
り
まるで神のお告げのように(大げさですね)突然、私の脳裏にひらめき、
「助動詞はスケベだから、助動詞を使った文では、動詞はハダカ(＝原形)になるんだ！ つまり、
動詞が変身して身につけたいろいろな服(今はまだ、三単現の s しか学んでいません)をぬが
すんだよ」
と説明していたのです。助動詞はスケベというウラ技は、こうして生まれました。助動詞はスケ
ベ、絶対に忘れないでくださいね。
ウラ技!! その２

do はドスケベ

ところで、be動詞がない文の疑問文や否定文を作る時に現れる隠れた助動詞の do ですが、この
単語も助動詞なのでスケベという性格を持っています。ですから、動詞が変身して身につけた服を
ぬがしてハダカ(＝原形)にします。普通の助動詞なら、そこまでで終わるのですが、この
do とい
き
う助動詞は、何と動詞からぬがした服を自分で着てしまうのです。服をぬがすだけならスケベです
が、それを着てしまうとなると、スケベの上ということになりますよね。そこで、日高式英語では、
この do をド(＝ローマ字では do )スケベと呼ぶことにしました。
それでは、He plays tennis. という文を使って、do の性格をしっかりとつかみましょう。
plays は、play (するウー)という動詞が、変身して s という服を身につけた形です。この s を
三単現の s と呼ぶのでしたね。「疑問文を作れ」という命令を受けたドスケベ
do は、plays から
ダズ
s まという服をぬがし、自分で着て
does
という形なリます。これで準備ＯＫ。
い こ
ドス(え)
※舞妓さんの使う dos というコトバにはならないので、くれぐれもご用心ください。
ヒー

主語の He と doesの順番をヒックリ返して、Does he play tennis? が答えになります。
この疑問文の作り方をわかりやすいように図で説明しておきます。
He (do)

plays tennis.

疑問文を作れ！

He

do

plays tennis.
パッ !!

He

do s plays tennis.

He

↓ ドスケベ
does play tennis.
ヒックリ返して疑問文

Does he

play

tennis?
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疑問文ができれば否定文も作れますね。疑問文と否定文を作るコトバは同じですから、does の後
ろに not (ない)を書いて、
ダズント

He doesn't play tennis.
※ does notの短縮形

となります。

練習してみましょう。
問題10 次の各文を(
)内の指示にしたがって書きかえてください。
(1) We know him very well.（否定文に）

(2) He has a book.（疑問文に）

(3) My brother studies English.（否定文に）

(4) The boys like baseball.（疑問文に）

(5) The girl is Noriko's sister.（疑問文に）

問題10の解答
ノウ

(1) be動詞がないので、know (知っているウー)という動詞の前に、do が隠れていると考えます。
do に not をつけて、We don't know him very well. が答えです。
(2) これも、be動詞がないので、has (持っている ウー)という動詞の前に、do が隠れていると考
えます。has は s という服を着ているので、do が s という服をぬがし、does という形になって
疑問文を作るのですが、has は have が s という服を着た形で、s という服をぬがされた has は
原形の have にもどるので、Does he have a book? が答えです。
has － s ＝ have ⇔ have ＋ s ＝ has
(3) これも、be動詞がありません。studies (勉強するウー)という動詞の前に do が隠れていると
考えます。studies は s という服を着ているので、does が否定文を作ります。studies の原形は
study だということを思い出して、My brother doesn't study English. が答えです。
ライク

(4) be動詞はありません。like (好むウー → 普通は、好きだと訳します)という動詞の前に、do
が隠れていると考えます。 Do the boys like baseball? が答えです。
(5) do や ザdoesガール
を使った疑問文は作らないでくださいね。この文には、be動詞の is があります
よ。主語の The girl(その少女は)と is をヒックリ返して、Is the girl Noriko's sister? が答え
です。
ぜん ぶ

全部できましたか。does を使う時、動詞をハダカ(＝原形)にもどすということを忘れてしまう人
をよく見かけるので、注意してくださいね。do はドスケベだということをお忘れなく!!
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