第３章 ヒックリ返して、ピョーンと疑問詞
問題７ 次のコトバを話相手から聞き出したいとき、どんなコトバを使いますか。
(1) きのう
(2) えんぴつを (3) 私の(犬)
(4) バスで
(5) ６時に

(6) ７(日)

(7) 日高さん

(9) 英語を勉強するために

(10) ２週間

(8) 東京で
(11) １５歳

問題７の答えはP.110
英語では、次のようになります。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

聞き出したいコトバ
yesterday
a pencil
my (dog)
by bus
at six
seven (days)
Mr. Hidaka
in Tokyo
to study English
for two weeks
fifteen (years old)

聞き出したいときに使うコトバ
when
what
whose (dog)
how
what time
how many (days)
who
where
why
how long
how old
(フ)ウェン

ふつうの参考書では(1)～(11)のようなコトバを聞き出したいときに使うｗｈｅｎ
(フ)ウェア

フー

フーム

フーズ

(フ)ワツト

(フ)ウィツチ

(フ)ワイ

ハウ

・ｗｈｅｒｅ・ｗｈｏ・ｗｈｏｍ・ｗｈｏｓｅ・ｗｈａｔ・ｗｈｉｃｈ・ｗｈｙ・ｈｏｗの
９つの単語を疑問詞と呼びますが、日高式英語では、これらの単語だけでなく、Ｙｅｓ(はい)
やＮｏ(いいえ)以外のコトバを聞き出したいときに使うコトバのカタマリ(ほとんどは
１～３単語)すべてを疑問詞と呼んでいます。つまり、whose dogs・what time
・how many days・how long・how oldなども疑問詞と呼ぶわけです。
(例)
ふつうの参考書
Ｗｈａｔ ｔｉｍｅ ～？
疑問詞
名詞

日高式
Ｗｈａｔ ｔｉｍｅ ～？
疑問詞

疑問詞を使った疑問文の作り方
疑問詞を使った疑問文は
「下線部が答えの中心になる文を作りなさい」や「下線部を問う文を作りなさい」
のように出題されることが多いのですが、いずれにしても下線部を疑問詞にかえた疑問文
を作りなさいという意味を表しています。
① 与えられた文の主語と疑問文を作る単語をヒックリ返して疑問文を作る
※疑問文を作る単語には×をつけておく

② 下線部を適当な疑問詞にかえる
③ 疑問詞を１番前(で作った疑問文の前)にピョーンと飛び出させる
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例題

下線部が答えの中心になる文を作りなさい。

I

saw her in the park yesterday .

与えられた文

You
I

①

saw her in the park yesterday .

You

(do)

You

did

saw her in the park yesterday .
see her in the park yesterday .
ヒックリ返して

Did

you

see her in the park yesterday ?

②

Did

you

see her in the park

③

When did

you

see her in the park

when

?
?

ピョーンと疑問詞

when
与えられた文は、これから作る疑問文の答えの文になるので、まず、ＩをＹｏｕにかえて
おかなければなりません。「あなたは～？」と聞くからこそ「私は～」と答えてくれるの
です。同様に、与えられた文の中にｗｅやｍｙ[ｏｕｒ]やｍｅ[ｕｓ]があるときにも、
それぞれｙｏｕ、ｙｏｕｒ、ｙｏｕと先に書きかえておきましょう。
疑問詞を使った疑問文を作るとき、与えられた文の中(下線部は除く)に
マイ

アウア

Ｉ[Ｗｅ]

ｍｙ[ｏｕｒ]

Ｙｏｕ

ｙｏｕｒ

ミー

アス

ｍｅ[ｕｓ] があるときは

ユア

ｙｏｕ

にかえておく

① 与えられた文の中に疑問文を作る単語がないので、「こまったなあ、ドーしよう？」の
『ドスケベｄｏ』がｓａｗの前に隠れていると考えます。ｓａｗはｓｅｅという動詞の過去形
ですから、『ドスケベｄｏ』がｄｉｄとなって疑問文を作ります。
ｓａｗ→ｄｉｄ

ｓｅｅ

主語のＹｏｕとｄｉｄをヒックリ返します。
② 下線部を疑問詞に置きかえます。ｙｅｓｔｅｒｄａｙ(きのう)というコトバを聞き出すため
には『いつ』という疑問詞ｗｈｅｎを使います。
③ ｗｈｅｎを疑問文の１番前にピョーンと飛び出させて完成です。日高式英語では、疑問詞が
文の１番前にピョーンと飛び出す性格を忘れないようにするために、目立ちたがり屋と呼んで
います。
疑問詞は目立ちたがり屋、文の１番前にピョーンと飛び出す
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ひ かく

第５章 比較されたらイヤザンす！
人やものどうしで、何かを比べるときの言い方(比較と呼ぶ)について勉強しましょう。
中学では、２人の人や２つのものの間で何かを比べて、差がつく場合と差がつかない場合や
３人以上の人や３つ以上のものの間で何かを比べて、「１番～だ」などという言い方を学び
ます。

２人の人(２つのもの)の何かを比べる場合
リエちゃんとカナコちゃんの「背の高さ」を比べてみることにしましょう。いったいどんな
場合が考えられるでしょうか？
１ リエちゃんの方が背が高い。
２ カナコちゃんの方が背が高い。
３ ほとんど同じ。
比べたことに差がつく場合
１と２の文が表している内容は、ともに比べたことがら(ここでは背の高さ)に差がつく
場合です。日本語では、
１ は「リエちゃんはカナコちゃんより背が高い。」
２ は「カナコちゃんはリエちゃんより背が高い。」
などと言いますね。
ところで、もしあなたがだれかと何かを比べられるとしたら、どんな気持ちがしますか？
自分によっぽど自信がある人は別として、ほとんどの人は何かを比べられると聞くと、
比べられる→自分が負けていることが頭に浮かぶ→「イヤだなあ」
などと思うのではないでしょうか。思ったでしょ？エッ、思わない!? 思うの!!
実は、英米人も比べたことに差がつくと、イヤみたいです。もっとも私たちと違って、
比べたことに勝った人がイヤになるみたいですよ。
次の２つの文を見てください。
１ Rie is taller than Kanako.
２ Kanako is taller than Rie.
１の文も２の文もｔａｌｌ(背が高い)という単語に“ｅｒ(イヤ)”というアルファベット
がくっついていることに気づきますね。このｔａｌｌの語尾(単語の終り部分)にくっついた
“ｅｒ”が相手に勝っていることを表す印です。また、“ｅｒ”のくっついた単語を比較級
と呼ぶことも覚えておいてください。
そうすると、
１ Rie is taller →リエちゃんは背が高いということに勝ってるゾ
２ Kanako is taller →カナコちゃんは背が高いということに勝ってるゾ
となりますから、１の文ではリエちゃんの方が、２の文ではカナコちゃんの方が背が高い
ということがわかります。
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１の文の作り方
元になる文
Rie is tall.

Kanako is tall.

リエは背が高い

カナコは背が高い

① Rie is tall

than Kanako

is tall.

② Rie is taller than Kanako

is tall.

③ Rie is taller than Kanako (is tall).
① Rie is tall. とKanako is tall. の２つの文を１つにすることから始めます。
２つの文を合体する場合には、文と文の間に接続詞を書かなければなりませんでしたね。
ザン

比べたことに差がつく場合にはｔｈａｎという接続詞を使います。
② 次に、１の文では、リエちゃんの方が背の高さに勝っているのですから、Rie is tall
のｔａｌｌに、勝ってるゾという印“ｅｒ”をつけます。
③ 最後に、ｔｈａｎの後ろの文のｉｓ ｔａｌｌを省略します。「○○は××が背が高いの
より背が高い。」というようなくどい言い方は、日本語でもしませんよね。
２の文の作り方
元になる文
Kanako is tall.

Rie is tall.

カナコは背が高い

リエは背が高い

① Kanako is tall

than Rie

is tall.

② Kanako is taller than Rie

is tall.

③ Kanako is taller than Rie (is tall).
① カナコの方が背が高いのですから、Kanako is tall という文を先に書いて、ｔｈａｎで
つなぎます。
② 次に、Ｋａｎａｋｏがｔａｌｌということに勝ってるゾという印“ｅｒ”をつけます。
③ 最後に、Rie is tall のｉｓ ｔａｌｌを省略して完成です。
ところで私は、２つの文をｔｈａｎという接続詞でつなぎ、比べたことに勝っている印
“ｅｒ”をつけることを覚えてもらうために、子供たちには次のように教えています。
私

：
「君たちが人と比較されたらどんな気持ちがする？」

子供たち：
「イヤ(ｅｒ)な気持ち」
私

：
「イヤをお金持ちのおばちゃまコトバで言うとどうなる？」

子供たち：
「イヤ(ｅｒ)ザン(ｔｈａｎ)す」
比較級(～ｅｒ)とｔｈａｎが名コンビだということを
「比較されたらイヤ(ｅｒ)ザン(ｔｈａｎ)す」
とつぶやいて記憶してください。さあ、つぶやいて…。
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トゥー

第６章 不定詞は ｔｏ つき動詞のハ・ダ・カ
ここでは、不定詞と呼ばれるコトバについて勉強します。
まず、不定詞の形を覚えてください。

不定詞の形
不定詞は動詞の変身の１つで、動詞の前にｔｏという単語を書いて表します。つまり、
ｔｏ 動詞という形になります。
問題１３ (
)内から適当な語を選んでください。
□(1) I went to the park to (plays, playing, play, played) tennis.
□(2) I want to (is, am, are, be) a teacher.
問題１３の答えはP.112
解説
まず、(1)も(2)も(
)のすぐ前にｔｏという単語があることを押さえておいて
ください。
英語では、ほとんどの動詞が次の４つの変身をします。
① 動詞ｓ

② 動詞ｉｎｇ ③ 動詞ｅｄ

④ ｔｏ 動詞

ところで、私は
「英語の動詞は着せかえ人形だ」
とよく子供たちに言うのですが、あなたは着せかえ人形の正しい遊び方を知っていますか？
知らない人のために一応遊び方を書いておきますね。
着せかえ人形の正しい遊び方
① 新しい服を用意します。
② 人形が着ている服をぬがしてハダカにします。
③ 新しい服を着せます。
①～③のことをくり返して遊ぶ
さて、ほとんどの動詞は４着の服(ｓ・ｅｄ・ｉｎｇ・ｔｏ)を持っています。そして私たち
が、この４着の服を時と場合によって着せかえることになります。さあ、ここまで書けば私が
何を言いたいのかそろそろわかってもらえると思います。動詞が服を着るときには、いつも
かさ

１着の服しか着れないということです。 重 ね着は絶対にいけません。このことをしっかりと
記憶してください。
問題にもどりましょう。(1)も(2)も(
)の前に“ｔｏ”という動詞が着る服がある
ので、“ｓ”“ｉｎｇ”“ｅｄ”などの服を着ているものは×ということになります。
したがって、(1)ではｐｌａｙを選ぶことになるのですが、“ｔｏ”という服を着るときに
動詞が“ｓ”“ｉｎｇ”“ｅｄ”などの服を着ていてはダメだということは、“ｔｏ”の後ろ
の動詞は何も服を着ていないハダカの状態になっているということを表します。そこで、学校
では不定詞の形をｔｏ＋動詞の原形と教えられるのです。
ビー

また、(2)の問題の(
)内にあるｉｓ・ａｍ・ａｒｅのことをｂｅ動詞と呼びます。ｂｅ
動詞は特別オシャレな動詞で、ふつうの動詞よりも多くの服を持っています。ふつうの動詞の
三単現の“ｓ”という服にあたるものがｉｓで、ａｍ・ａｒｅも“ｂｅ”が服を着ている形
です。この問題も、(1)と同じように(
)の前に動詞が着る“ｔｏ”という服があるので、
結局は何も服を着ていない形(原形)のｂｅが答えになります。
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ところで、ｉｓ・ａｍ・ａｒｅの３つ、それにここでは出てきませんでしたが、ｗａｓ
・ｗｅｒｅ(ふつうの動詞の“ｅｄ”という服にあたるもの)の２つの単語をなぜ「ｂｅ動詞」
と呼ぶのか、これでわかってもらえたのではないでしょうか。ｉｓ・ａｍ・ａｒｅ・ｗａｓ
・ｗｅｒｅという動詞の服を着ていないハダカの状態が“ｂｅ”だからです。このことは、
とても大切なのでぜひ覚えておいてくださいね。
ｉｓ・ａｍ・ａｒｅ・ｗａｓ・ｗｅｒｅはハダカの状態(＝原形)がｂｅだから、
ｂｅ動詞と呼ばれる
動詞の前に“ｔｏ”のついたものを不定詞と呼ぶことはわかってもらえましたね。
それでは、この不定詞というコトバはいったいどのようにして使われるのでしょうか。

不定詞の使い方
① Ken plays the guitar.
ケンはギターをひきます。 → to play the guitar
② I read books.
私は本を読みます。

→ to read books

③ They study English.
彼らは英語を勉強します。 → to study English
不定詞の形について教えられると、ほとんどの人はｔｏ 動詞(ｔｏ＋動詞の原形)だけが何か
独立したものとして使われると思いこんでしまうようです。ところが実際は、上の例のように
不定詞はいくつかの単語といっしょに『不定詞～』という１つのコトバのカタマリとして
使われることが多いのです。ここがわかると英作文や日本語訳の問題がバリバリ音を立てて
わかり始めます。

不定詞のある文の訳し方
問題１４

次の各文を日本語に訳してください。

□ (1) Ken likes to play the guitar.
□ (2) I have no time to read books.
□ (3) They went to America to study English.
問題１４の答えはP.112
解説
(1) Ken likes to play the guitar.
不定の前までのカタマリと『不定詞 ～』の２つのカタマリに分けてみるとすぐにわかり
ますよ。
不定詞の前までのカタマリ Ken likes

ケンは好きです

不定詞～のカタマリ

to play the guitar

ギターをひく

横に並べてみましょう

ケンは好きです / ギターをひく

いきなり「ケンは好きです」と言われたら、あなたの頭の中にはいったいどんな疑問が
うかんできますか。（何が好きなの？）といった疑問がうかんできますね。さて、その（何が
好きなの？）という疑問に対する答えの部分が「ギターをひく」になります。日本語では
（何が？）という問いに対する答えとして「ギターをひくが」ではおかしいですね。そこで、
「ギターをひくことが」という意味が自然に生まれてきます。日本語の順番にすると、
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第９章 ハヴに用心!! 現在完了
現在完了について勉強しましょう。
問題２３

次の英文を疑問文と否定文に書きかえてください。

□(1) You have a pen.
□(2) You have lived in Kyoto for ten years.
問題２３の答えはP.113
解説
(2)の答えを見て驚いた人もいると思いますが、現在完了と呼ばれる文では、ｈａｖｅ自身が
活躍して疑問文や否定文を作るのです。すなわち、疑問文は主語とｈａｖｅをヒックリ返して
作り、否定文はｈａｖｅのすぐ後ろにｎｏｔを書いて作ります。また、ｈａｖｅとｎｏｔの
合体した形(短縮形)がｈａｖｅｎ’ｔになることも覚えておきましょう。
現在完了の疑問文は、主語とｈａｖｅをヒックリ返す
現在完了の否定文は、ｈａｖｅの後ろにｎｏｔを書く
さあ、大変なことになってきましたね。今まではｈａｖｅという動詞がある文を見ても、
他の一般動詞がある文と同じように、
「この文にはｉｓ・ａｍ・ａｒｅ・ｗａｓ・ｗｅｒｅ・ｗｉｌｌ・ｃａｎ・ｍｕｓｔがない
ゾ。こまったなあ、ドー(ｄｏ)しよう？」
と隠れた助動詞ｄｏの力を借りて疑問文や否定文を作ってきましたが、今後はｈａｖｅを
見るたびに、
「オッ、ｈａｖｅがある！

ひょっとしたら、これは現在完了の文かもしれないゾ。」

といちいちチェックしなければならなくなるのです。ｈａｖｅにはくれぐれも用心、用心、
用心してくださいよーっ。ボーッとしていたら、するどいキバでかまれてしまい、命取りに
なってしまいますからネ。

危険!! 「疑問文・否定文を作りなさい」の問題ではハヴがよく出てきます。かまれ
ないように注意してください。

現在完了の文の特徴
問題２３の(2)の疑問文はHave you lived ～？また、否定文はYou haven't lived ～．のように
ｈａｖｅ自身が活躍して作られています。だから、
You have lived in Kyoto for ten years.
という文は現在完了の文だということがわかります。それでは、この文をよーく観察して
現在完了の文の特徴を発見してみましょう。
エーッ!? 全然わからないですって。この文を最初に見たとき、何か気になったことはあり
ませんでしたか？じゃあ、現在完了の文をもう１つ書いてみますよ。
I have climbed Mt. Fuji once.
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さあ、もう自信を持って答えることができるでしょ。この２つの文に共通することは？
「ｈａｖｅのすぐ後ろに“ｅｄ”のついた単語がある」
ということですね。まさしくこれが現在完了の文の特徴です。
それでは、この“ｅｄ”のついた単語は何者でしょう？
「動詞の過去形」と答えた人。ブーッ。大不正解です。
動詞はあくまでもｈａｖｅです。このｈａｖｅという動詞が現在形なので、現在完了と呼ば
れるのですよ。ついでにちょっとだけふれておきますが、ｈａｖｅのかわりに過去形のｈａｄ
を使うと、過去完了(高校で学習)と呼ばれるようになります。
話を元にもどしましょう。ｈａｖｅが動詞なら、ｈａｖｅのすぐ後ろにある“ｅｄ”のつい
た単語は、１文１動詞の大原則から動詞の過去形ではなく、過去分詞だということがわかり
ますね。つまり、英文法ではｈａｖｅという現在形の動詞と過去分詞が連続したものを現在
完了形と呼び、現在完了形のある文を現在完了の文と呼んでいるのです。ところが、実際は
ｈａｖｅ ｊｕｓｔ 過去分詞
のように、ｈａｖｅと過去分詞の間に単語が１つはさまってくるパターンもあります。
ですから、
「この文は、ｈａｖｅのすぐ後ろに過去分詞がないから、現在完了の文じゃないな」
などとカンタンに判断せず、必ずｈａｖｅの２つ右側の単語まで見るクセをつけるようにし
てください。
また、現在完了の文で使われるｈａｖｅは現在形の動詞ですから、主語が三人称単数形の
ハズ

ときはｈａｓに変身するということも押さえておきましょう。
●三人称単数形と呼ばれる主語のパターン
１単語＝Ｈｅ・Ｓｈｅ・Ｋｅｎなどの名前・(Ｉｔ・Ｔｈｉｓ・Ｔｈａｔ)
２単語以上＝大文字で始まる単語が２つ連続するもの
最後の単語の最後のアルファベットがｓになっていないもの
①の例
②の例

Mr. Hidaka
Her sister, Their father's friend

●現在完了のパターン
①
②
③
④
※

ｈａｖｅ 過去分詞←これが基本
ｈａｓ 過去分詞←主語が三人称単数形の場合
ｈａｖｅ
過去分詞
これらも重要
ｈａｓ
過去分詞
は１つの単語を表す

確認問題にチャレンジ
問題２４

次の英文の中から現在完了の文を見つけてください。

□(1) The train has just arrived at the station.
□(2) You have to study English very hard.
□(3) I have known Mayumi for twelve years.
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