中学英語がゼロからよくわかる本

攻略４ 複数形を征服せよ！
複数形については、P.6で少し触れましたが、この章でくわしく学びましょう。

名詞の種類
名詞とは、ものや生物の名前を表す詞です。この世にある(いる)すべてのものや生物には、１つ
はな
１つに名前がつけられています。それが、名詞です。よくわからない人は、この本から少し目を離
えんぴつ
と けい
して、自分のまわりをながめてみてください。机・鉛筆・時計・電気・テレビ・ＣＤなど、いろい
と
ろなものが目に飛び込んでくるでしょ？ それらに、つけられている名前が名詞です。
ところで、この名詞というコトバは、数えらえれる名詞と数えられない名詞の２種類のものに分
けられます。数えられる名詞が、１つ（１個・１人…）の場合を単数(単数形)、２つ（２個・２人
…）以上の場合を複数(複数形)と言い、英語では、この単数形と複数形をはっきりと区別していま
す。つまり、英語は数にうるさいコトバなのです。これは、英語の大きな特徴の１つです。もちろ
ん、日本語にも、単数形と複数形の区別はありますが、英語ほどきびしくはありません。たとえば、
女の子の複数形は、女の子たち・女の子らなどと言いますが、「本」には、単数形と複数形の区別が
なく、２冊の本・３冊の本…のように何冊あっても、本は本なのです。
名詞の種類についてまとめておきます。
名詞の種類
単数形
数えられる名詞
複数形
名詞
数えられない名詞
あつか

※常に単数 扱 いになります。

さあ、ここで３発目のウラ技の登場です。
ウラ技!! その３
数えられる名詞が単数形の時には、必ず「～の」という意味を持つ単語を１つだけ
１つだけ名詞のすぐ前
１つだけ
(左側)に書きなさい！
ア

中学１年生が１学期の最初のころに習うことで、なかなかマスターできないことの１つに「 a 」
の使い方があります。ほとんどの先生は、この「１つの」という意味を持つ「 a 」という単語の使
い方を教えられる時、
アン

「数えられる名詞が１つの時には、名詞の前に「 a 」か「 an 」という単語を書きなさい」
と、おっしゃいます。その後で、子供たちに「これはペンです。」という日本語を英語に直す練習
をやらせてみると、授業をあまり理解できていない子は、決まって、
This is pen.
ズィス

ペン

と、書いてしまうものです。〔これは → this ・ペン → pen ・です → is 〕これらの３つの単
語を英語の語順通り（＝主語を書いて、その次に動詞を書くのでしたね）に並べると、確かに、
This is pen. となるのです。この英文を書いた子は、基本的にはまちがっていないのです。ただ、
ペンの本数が１本だということに気づかなかったのですね。もし、ペンの本数が１本だということ
に気づいていれば、ペンの前に「 a 」という単語を書くことを忘れなかったのではないかと思いま
す。実は、私も英語を教え始めた何年かの間は、同じような説明をして、子供たちに「 a 」の使い
方をなかなか理解してもらえませんでした。そして、
「これというのは、ペンのことだろ。ということは、ペンの数は何本？そう、１本だね。ペンは
１本・２本・３本…と数えられる名詞だから、１本の時にはどうするの？ そう、ペンの前に a
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攻略５ 代名詞を征服せよ！
ある日、私が塾から帰ってくると、テーブルの上に大好物のバナナが１本置いてありました。
このバナナを目ざとく見つけた私が、台所で夕食のしたくをしていた妻に、「これ、食べてもいい
の？」と聞きました。私が使った「これ」というコトバは、いったい何なのでしょう。この世に、
「これ」というものはありませんね。実は、私はバナナという名詞の代わりに「これ」というコト
バを使ったのです。このように、名詞の代わりに使うコトバを代名詞と呼びます。
この章では、代名詞というコトバについて攻略します。
し

じ

指示代名詞
さ

しめ

あるものを、「これ」とか「あれ」とか指し示す代名詞を指示代名詞と言います。指示代名詞には、
this・that・these・those の４つのものがあります。
this と these
自分の近くにあるものを指し示します。this は「これは・この」という意味、these は thisの
複数形で、「これらは・これらの」という意味で使われます。
that と those
自分から離れているものを指し示します。that は「あれは・あの」という意味、those は that
の複数形で、「あれらは・あれらの」という意味で使われます。この４つの代名詞は、そのまま覚え
てください。特に、「～の」という意味で使われることは、多くの人が忘れがちなので、必ず記憶し
てください。
（例）this pen (このペン)
those apples (あれらのリンゴ)

指示代名詞が「～の」という意味で使われる時には、日本語と同じで、普通、すぐ後ろ(右
側)に名詞がきます。この場合、正しくは指示形容詞というのですが、指示代名詞という用語も指示
形容詞という用語も覚える必要はありません。

それでは、いよいよ今日の授業のメインとなる人称代名詞について勉強しましょう。

人称代名詞
おも

人称代名詞とは、主に人間を表す名詞の代わりに使われる代名詞です。この人称代名詞には、全
部で７つのものがあるのですが、会話をする時の役割から次の３つのものに分けることができます。
一人称
いち
会話に一番大切な人。つまり、話をする本人のことを一人称と言います。話をする人が１人の時、
おれ
日本語では、「私」「ぼく」「俺」「自分（関西では相手のこともこういう）」「あたし」「うち」…など
と言いますが、英語では、これらのすべてを I という大文字のアルファベット(文のどこにあって
も、目立つように大文字で書きます)で表します。つまり、I の意味は、「私」でも「ぼく」でも
「俺」でもいいのです(学校では、ほとんどの先生が I を「私は」と訳されます)。また、話をする
人が２人以上の時には、「私」「ぼく」「俺」などのコトバに「たち」とか「ら」という語をつけて、
「私たち(ら)」「ぼくたち(ら)」「俺たち(ら)」…などと言いますが、英語ではこれらのすべてを we
という単語で表します。
二人称
に
二番目に大切な人は、話をする相手ですね。これが二人称です。日本語では、相手が１人だと、
「あなた」「おまえ」「あんた」…などと言い、相手が２人以上の場合は、「あなたたち」「おまえた
ち」…などと言いますが、英語では、話相手が１人の時も２人以上の時も区別をせずに、 you とい
う単語で表します。
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攻略６ be動詞を征服せよ！②
攻略２と攻略３で、動詞の現在形について勉強しましたが、攻略６と攻略７では、動詞の過去形
について勉強します。
最初に、日本語の過去の表し方から始めましょう。

日本語の過去の表し方
問題17 次のコトバが過去の内容を表すようにかえてください。
(1) 歌う →

(2) 嫌いだ →

(3) かわいい →

あそ

(4) 遊ぶ →

(5) ～です →

問題17の解答
(1) 歌った (2) 嫌いだった (3) かわいかった (4) 遊んだ (5) ～でした
す

さ

過ぎ去った時のことを過去と言います。ですから、たとえ１秒前のことでも過去のこと(１秒後の
今から見れば)になります。日本語では、過去の内容を表す時、上の問題からもわかるように、
「た」や「だ」というひらがなを使います。つまり、「た」や「だ」というひらがながあるかないか
で過去と現在とを区別しているのです。

それでは、英語の場合は、どのようにして過去と現在の区別をしているのでしょうか。

英語の過去の表し方
英語では、過去の内容を表す場合、「た」や「だ」のようなコトバを使う場合(攻略７で学びます)
と「た」や「だ」のようなコトバを使わずに、動詞や助動詞自身を変身させることによって、「この
文の内容は過去のことだゾ ！ 」ということを伝えることがあります。この章では、まず、be動詞の
過去形について勉強します。

be動詞の過去形
be動詞の現在形は、主語によって am・are・is に変身しましたが、過去形の場合は、どうなので
しょうか。３種類の主語を使ったそれぞれの例文を書いてみますので、よく観察していつものよう
に自分の目で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の場合を③とします。
例文
① I was a singer.
② You were a singer.
③ Shota was a singer.
を引いた単語が be動詞の過去形です。be動詞の後ろ(右側)に a singer という語句がありま
ワズ
すが、これは①②③の３つの文にあるので、be動詞の前(左側)の単語、すなわち主語が、
was
や
ワー
wereの変身を決めていることがわかります。ところで、be動詞の過去形には、was と were の２種
類しかないようですね。
①と③の場合が was 、②の場合が were になっています。つまり、主語が I と三人称単数形の
時にはbe動詞は was に、主語が You と複数形の時にはbe動詞は were に変身することがわかりま
す。
覚えにくい人は、次のように覚えるといいですよ。
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攻略７ 一般動詞を征服せよ！②
攻略６のbe動詞の過去形に引き続き、この章では、一般動詞の過去形を攻略しましょう。

一般動詞の過去形１
be動詞の過去形のところですでにお話ししましたが、英語では過去の内容を表す場合、動詞自身
を変身させる場合と日本語の「た」や「だ」のようなコトバを使う場合とがあります。一般動詞の
過去形が、そのどちらに当るのかを見てみましょう。
例文１
① I worked very hard.
② They lived in this city.
③ Shinichi watched the baseball game.
④ You played tennis.
⑤ She liked Toshi.
一般動詞の過去形の特徴をしっかりとつかむために、各文の動詞に
を引いてみましょう。動
詞と言われて、すぐに見つけることができますか？ 英語では、主語(「～は」と訳す語句)のすぐ後
ろ(右側)に動詞があるのでしたね。ですから、
を引く単語は、
① worked (主語＝ I「私は」)
② lived (主語＝ They「彼らは」)
③ watched (主語＝ Shinichi「シンイチは」)
④ played (主語＝ You「あなたは」)
⑤ liked (主語＝ She「彼女は」)
ということになります。
あらた

さて、この
を引いた動詞を、改めてじっくりと見てみましょう。どの動詞の語尾(終わりの部
分)にも、見なれない ed というアルファベットがくっついてることがわかりますね。例文では、日
本語の「た」や「だ」と同じように、一般動詞の語尾に ed をつけることで「この文は、過去の内
容を表しているんだゾ！」ということを相手に伝えているようです。
ところで、一般動詞の過去形は、主語によって変身をするのでしょうか？
そのことを知るために、
こと
同じ動詞を使って、主語の異なった例文を書いてみます。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の場合を③として書いてみますので、よーく観察して
ください。
例文２
① I walked to school.
② Haruka and Takuma walked to school.
③ Yuto walked to school.
ウォークト

わかりましたか？ どの主語の場合にも、動詞は同じ walked
になっていますね。このことから、
え い きょう
一般動詞の過去形は、現在形の場合とちがって、主語の影響を受けないということがわかります。
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攻略８ 進行形を征服せよ！
今日の授業は、
① 「光一はギターをひきます。」 という文と
② 「光一はギターをひいています。」という２つの文を比べることから始めましょう。
①の文からは、光一君には、毎日、あるいは毎週、決まった曜日にギターをひく習慣があるとい
うようなことがわかります。また、②の文からは、ギターをひくという動作が、今、実際に行われ
よ う す
ていて、光一君がギターをひいている様子が目の前に生き生きと浮かんできますね。
さて、私たちはこれまでのところで、動詞の現在形と過去形について学んできました。現在形を
使うと「～する」「～します」という内容を、また、過去形を使うと「～した」「～しました」とい
う内容を表すことができますが、これらは、現在や過去の習慣的な動作を表す形で、現在や過去に
行われた動作を目の前に生き生きと浮かび上がらせることはできません。現在や過去の動作を生き
生きと浮かび上がらせるには、いったいどうしたらいいのでしょうか？

日本語の進行形
進行形とは、ある動作が、今、目の前で生き生きと行われていることを表す形です。日本語では、
動作の進行を表す場合には、「～ている」とか「～ているところだ」という語句を動詞の後ろにつけ
ます。
たとえば、「遊ぶ」という動詞は →「遊んでいる」「遊んでいるところだ」
「食べる」という動詞は→「食べている」「食べているところだ」
などと表します。

英語の進行形
英語では、動作が行われていることを表す場合、三単現の s や過去形を表す ed をつけたように
動詞自身を変身させます。変身のさせ方は、まず、動詞をハダカ(原形)にし(動詞は着せかえ人形で
したね)、それから、動詞の語尾(終わりの部分)に ing をつけます。これで動作が行われているこ
と、すなわち、「～ている」という内容を表すことができるようになるのですが、この動詞の語尾に
ing をつけたものは現在分詞と呼び、動詞としては扱われなくなります。
ここで、問題です。
例題５ I play tennis. を「私はテニスをしています。
」という意味を表す文に書きかえてください。

ほとんどの人は、play という動詞に ing をつけて、
I playing tennis.
という文を書いたのではないでしょうか。
確かに、I play tennis.(私はテニスをします。)という文の「します」を「している」に変身さ
せたのですから、「私はテニスをしています。
」という意味を表す文が書けたような気がするのです
プレイイング
が、あなたが書いた文は、I ＝ 代名詞 playing ＝ 現在分詞 tennis ＝ 名詞で、動詞がない文
になってしまったのです。英語には、１文１動詞の大原則(P.12参照)がありますので、動詞のない
おぎな
文を書くことは絶対に許されません。つまり、この文には動詞を 補 う必要があるのです。しかも、
補う動詞は意味がない(訳さなくてもよい)ものでなければなりません。伝えたい意味の文はもう書
けてしまっているからです。 いやぁ、困りました。「意味のない動詞」なんて英語にありましたっ
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攻略９ 未来形を征服せよ！
現在・過去と来れば、次は未来ですね。この章では、未来の表し方について勉強します。
まずは、現在形と過去形の復習から。
例題７ 「あなたはテニスをします」という日本文を英語に直してください。

You play tennis. です。これは、現在のことを表している文ですね。それでは、この文の主語を
You (あなたは)から Shiori (シオリは)にかえるとどうなりますか？

Shiori という単語は、I でも You でも複数形でもないものです。何と言うのでした？ そう、三
人称単数形です。ですから、現在形の文では、動詞の play (するウー)に s がつくことになります。
これを三単現の s と言うのでしたね。現在形の最大のポイントは、この三単現の s です。ちゃん
とつけられていましたか。の文は、
Shiori plays tennis.
と書きかえられることになります。
次に、これらの２つの文を過去形の文に書きかえてください。
主語が You の場合を①、主語が Shiori の場合を②とします。
①

②

過去形の文を作る場合には、動詞を過去形に変身させます。この時、一般動詞は、主語の影響を
まったく受けず、過去という時の影響だけを受けて変身するので、主語が You の場合は、動詞の
play の語尾(最後)に ed をつけた played を使います。また、主語が Shiori の場合も、動詞の
plays から s を取った play に ed をつけた played を使えば、過去形の文ができ上がります。
したがって、
① You

played tennis.

② Shiori played tennis.
と書けていれば正解です。ここまでのことは、しっかりと理解できていますか？
できてない人は、
てってい
攻略３(現在形)と攻略７(過去形)のところを徹底的に復習してください。後でではなく、今すぐに
やってしまいましょう。現在形と過去形が理解できていない状態で、未来形の勉強をすると、頭の
あわ
中がゴチャゴチャになり、せっかくここまで努力してきたことが水の泡になってしまうからです。
めんどくさがらずに、さあ、もう一度がんばって！

それでは、いよいよ本番。未来形にチャレンジです。

未来の表し方 １
英語の動詞には、現在(現在形)と過去(過去形)という２つの時は表せますが、未来という時を表
ウィル
すことはできません。つまり、英語の動詞には未来形がないのですが、その代わりに、will という
助動詞を使うことによって未来のことを表すようにしました。きっと動詞１つ１つについて、未来
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攻略10 助動詞を征服せよ！
私たちは、これまでに、隠れた助動詞 do ( does・did )と未来を表す(＝未来形を作る)助動詞
will について学びましたが、この章では、本格的に助動詞について勉強します。
まず、助動詞の特徴(性格)をまとめてみます。
助動詞の特徴(性格)
① 動詞のすぐ前(左側)に書く
② スケベ…すぐ後ろの動詞をハダカ(原形)にする
③ 疑問文や否定文を作る

この３つが、助動詞に共通した特徴(性格)で、もちろん今日お教えする新しい助動詞たちにもこ
れらの性格があります。
それでは、中学で覚えなければならない助動詞について１つ１つくわしく学んでいきましょう。

隠れた助動詞 do
これは、すでに学んだもので、あなたもよく覚えていると思います。do という助動詞は、ふだん
は一般動詞のすぐ前に、忍者のように隠れていて、
「疑問文や否定文を作りたいが、be動詞も助動詞も(現時点では、is・am・are・was・were・
willの６つの単語)ないゾ。困ったなぁ」
という場合に使うのでしたね。そして do には、他の助動詞には見られないドスケベという性格
もありました。すなわち、主語が三人称単数形で現在形の場合、すべての動詞は s (＝三単現の s
)という服を着ますが、do はこの s という服をぬがして自分が着て does になリます。また、動
詞が過去形の場合、規則動詞は ed という服を、不規則動詞は様々な過去という服を着ていますが、
do はそれらの服をぬがして did となるのでしたね。以上が、隠れた助動詞 do のポイントです。
もう１度しっかりと確認しておきましょう。
疑問文や否定文を作れ!!

（ do ） 動詞s

→

does

動詞(ハダカ)

パッ !!
疑問文や否定文を作れ!!

（ do ） 動詞ed → doed ではなく did

動詞(ハダカ)
パッ !!
お わり

み

と

き

い

はい

ご さん け

江戸幕府を開いた徳川家康は、自分の子供たちを尾張・水戸・紀伊に配し、この３家を御三家と
呼び、特に大切にしたそうですが、私は特に重要な３つの助動詞を助動詞の御三家と名づけていま
す。
キャン

マストゥ

助動詞の御三家( will・can・must )
will
すぐ前の章で学んだばかりなので、よく覚えているでしょう。 will という助動詞は、未来の内
容を表したい場合(未来形)に使うのでしたね。未来のことを表すのですから、「だろう
だろう」という意味
だろう
になるのですが、ここで新しく覚えてほしいのが「つもりだ
つもりだ」という意味です。
「つもり」というの
つもりだ
は、
「これから(未来に)何かを自分の意志でしよう」
という気持ちを表す時に用いるコトバです。このように、未来の内容には、こちらが望まなくて
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攻略11 There ～. の文を征服せよ！
まず、次の文をよーく観察してください。
例文
① There is a pen on the desk.
② There are some flowers in the yard.
③ There was a cat under the table.
④ There were many people in the park.
さて、あなたは、これらの文を見て、
「４つの文の主語は、どれも There なのに、使われている be動詞がバラバラだ ! be動詞は、主
語で変身するはずなのに、おかしいなぁ？」
と思いませんでしたか？ ところが、
「これらの文は、どれも正しいもので、それぞれの文の主語は、全部ちがってるんだよ」
と言われたら、どうしますか？
ゼア

There ～. の文の表す内容
１ 「本は机の上にあります。」という文と２
べてみましょう。

「机の上に本があります。」という２つの 文を比

「なーんだ。まったく同じじゃないか。ちがっているのは、“本”の次のひらがなが、１ は
“は”、２ は“が”になっているところだけだ」
なんて思ったら、大まちがい。この２つの文は、実は、全然ちがう内容を表しているのです。
まず、１ の「本は机の上にあります」という文は、たとえば、さっきあなたが探していた“○○
という本”のように、話をしている相手との間で、すでに話題に上がった本(＝特定の本)が机の上
にあることを表しています。
一方、２ の「机の上に本があります」という文は、二人の間で、今、初めて話題に上がった本で、
相手にはそれがどんなものなのか、見当もつかないような本(＝不特定の本)が机の上にあることを
表します。
そんざい

この章で勉強する There ～ . の文は、２ の不特定のものや人がどこかに存在すること、つまり、
どこかに何かがあることや、どこかに誰かがいることを伝えたい時に使うものです。

be動詞の意味
私はこれまで、be動詞は「何かするウー」という動きを表すコトバ(動詞)がなくて、困った時に使
うものだとお教えしてきましたが、be動詞には、実は、「あるウー」や「いるウー」という意味がある
のです。
たとえば、これまでにbe動詞を使った文も、「ある」や「いる」を使って、次のように言いかえる
ことができます。
This is a pen. 「これはペンです。」→「これはペンである。」
She is pretty. 「彼女はかわいい。」→「彼女はかわいいのである。」
ただし、「ペンである」や「かわいいのである」という場合の「ある」は、「つくの上に本があ
あ
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攻略12 命令文を征服せよ！
次の例文には、これまでに学んできたいろいろな文と比べて、大きくちがっているところがあり
ます。いったいどんなところがちがっているのか、じっくりと観察してみましょう。
例文
① Look at the map.
② Get up at six.
③ Open the window.
④ Go to the library.
⑤ Play baseball.
さあ、どんなことに気づきましたか？
答えは、「動詞(何かするウーと訳せる単語)が１番前にある」あるいは
「主語(「～は」と訳せる語句)がない」
ということなのですが、仮にそう思ったとしても、それが求められている答えだろうと自信を持
って答えられた人は、少なかったのではないでしょうか。
「エッ、カンタンに答えられた？」
じゅん

そんなに単 純 に、スッと答えられても困るのですよ。攻略１のところで、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大切な決まりがあることを学びま
したね。そして、この重要な決まりがあるおかげで、私たちは、どの語句が主語で、どの単語が動
詞であるのかを見分けることもできたのです。しかし、これらの５つの例文は、この大切な決まり
を完全にムシしています。

主語のないような文で、いったいどんなことが表されるのでしょうか？

主語のない文の正体
めいれい

何かをするように言いつけることを命令と言いますが、人に何かを命令する時、命令をされる人
は、命令をする人(自分)の目の前にいる人になります。友だち・兄弟・お父さん・お母さんなど、
いろいろな人が考えられますが、ひと言で言えば「あなた」や「あなたたち」になります。命令は、
いつも「あなた」か「あなたたち」に対してなされるわけですから、やがて「あなたは」や「あな
たたちは」というコトバをユウ( You )必要がなくなってしまったのです。こうして生まれた「あな
たは」や「あなたたちは」という主語のなくなった文を命令文と呼んでいます。

それでは、まず、日本語の命令文から作ってみましょう。

日本語の命令文
例題26 「あなたはテニスをします。」を命令文にしてください。

「テニスをしなさい。」や「テニスをしろ。」などが答えになるのですが、どちらにしても、“あな
たは”という主語が省略されていることに注目してください。
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攻略13 感嘆文を征服せよ！
いよいよ最終章まできました。最後まで気を引きしめて攻略していきましょう。

感情の表し方のちがい
かな

何かを見たり聞いたりする時、私たちの心には、驚き・喜び・悲しみなどいろいろな感情が起こ
ります。そういう心の中に起こる感情を、英語ではどのように表すのでしょうか。この章では、感
情表現の最高ランクに当る感嘆文について学びます。
はんのう

まず最初に、日本人と英米人が、程度のちがうきれいなものを見た時、どういう反応をするのか
比べてみましょう。
第一段階 ＝(日本人にとっては)たいしてきれいだとは思えないものを見た時
第二段階 ＝(日本人にとっては)まあまあきれいだと思えるものを見た時
第三段階 ＝(日本人にとっては)かなりきれいだと思えるものを見た時
第四段階 ＝(日本人にとっては)ムチャクチャきれいだと思えるものを見た時
とします。
日本人

英米人

第一段階

「………」

“ Beautiful. ”

第二段階

「きれいだ。」

“ Very beautiful. ”

第三段階

「きれいだなぁ。」

“ How beautiful! ”

第四段階

「………」

“………”

第一段階 ＝この段階では、日本人は、まだ、美しさを感じないので、ほとんど何も言いません。
ビューティフル
一方、英米人の多くは、この段階で、すでに美しさを感じとって“ Beautiful(きれいだ。). ”と
言います。しかし、まだ、あまり感情はこもっていません。
第二段階 ＝この段階になると、日本人の中にも、美しさを感じ取る人(特に女性に多いようです)
がパラパラと出てきて、「きれいだ。」というコトバを口にするようになりますが、まだ、あまり感
ヴェリィ
情はこもっていません。一方、英米人は、この段階になると、beautiful という単語の前に、very
(とても)という単語をつけて、さらに美しさに感じ入ります。日本人に比べると、感情もかなりこ
もっています。
第三段階 ＝この段階になっても、日本人の使うコトバは、第二段階とほとんど同じですが、かな
り多くの人が「きれいだなぁ。」というコトバを口にするようになります。また、感情もかなりこも
ハウ
っています。一方、英米人は、beautiful の前に、very とは別の how という単語をつけて、感情
なん
タップリに、おまけにジェスチュア(＝身ぶりや手ぶりなど)まで交えて“ How beautiful! (何て美
しいんだ。)”と言うのです。美しいという感情を表す言い方としては、これが最高ランクになりま
す。
第四段階 ＝この段階になると、日本人も英米人も、多くの人が、美しさに感動しすぎるあまり、
声も出なくなってしまいます。そんな経験があなたにも１度や２度はあるでしょ？
こうして見てみると、英米人は、私たち日本人に比べて、とても感じやすい性格を持っているよ
うです。しかも、感じたことをストレートに口にするので、感情を押し殺してしまうクールな日本
人から見ると、彼らの動作やコトバは少し大げさなものに思われがちです。
ところで、今回、私たちが学習する感嘆文は、第三段階 の表現法で、本来は、私たち日本人が、
何かを見たり、聞いたりした時に、思わずつぶやく「きれいだなぁ。」とか「かわいいなぁ。」とい
- 100 -

Copyright (C) Takanori Hidaka

