～ 中学復習 ～ その３
助動詞・疑問文・否定文
(復習) Be 動詞とは「動いていない」
、
「状態が変わらない(←後で出てきます。)」と言う動詞でし
た。そして This is a pen.の時は This と is、つまり 1 番目と 2 番目の単語を入れ替えれば疑問文で
した。
では speak や like のような一般動詞は？今度は動きがあります。感情の動きも含みます。
では You speak English.の You と speak を入れ替えれば疑問文になるのではないの？と思うと、答
えは No でした。中学高校で習ったように、何故か頭に Do を付けて Do you speak English?にする
のが正解でした。
そして前回は、みなさんが改めて「規則性が無いから英語を嫌いだ！」とはならないように
「do、does、did が実は隠れされているのです。
」
と言う話をさせて頂いたのです。暗記学習も点数が目的なら一理あるのですが、シッカリ理解すれ
ばだんだん楽しくなっていくと思いますよ。
1. 助動詞と言えば！
(ア) Will： I will go to Canada.
私はカナダに行くつもりです。
(イ) Can： I can eat eggs.
私は卵を食べる事が出来ます。
(ウ) その他 May, Must, Should, Shall, Would, Could, Might などが中学高校で習った助動
詞！でも実はもっと重要な助動詞がありました・・・。
(エ) それが Do, Does, Did!! これは助動詞なんです。(動詞としても使えますけどね。)
2. 元々全ての一般動詞には助動詞が必ず付いていました。例えば
I do love you. He does speak French. My father did work hard. etc…これなら簡単！Be 動詞
で学んだように、最初と二番目の単語を入れ替えれば疑問文が出来ます！二番目の語に not を
付ければ否定文も出来ます！
I do not love you. Does he speak French? My father did not work hard….etc.
3. このまま英語は進化しなければ良かったのに…。でも、日本人と同じで、言葉は当たり前のも
の、面倒なものはどんどん省略されて行ってしまったのです。Do…現在を語るのにいつも do
を付けるのは面倒ですよね？削りましょう・・みたいに。
I do love you → I love you.
なら does も削除…でも私やあなた以外の人は区別したい！(何故かは知らない)なら、does の語
尾、s を動詞の最後に付けて区別しましょう！
He does speak French → He speaks French.
じゃあ did は？同じように did の語尾、id を動詞の最後に付けて区別しましょう！(ちょっと綴
りは変わりますが・・)
My father did work hard → My father worked hard.
4. 他の Can や Will などの助動詞は省略されずに残っています。Be 動詞と同じように not を付け
たり 1 番目と 2 番目を入れ替えるだけ！ちょっと複雑に見えた英文法に、この辺で一本筋が通
って見えてくれれば今日学んだ価値ありです。(What や Who の疑問文をシッカリ身に付ける
には凄く大事です！)

練習です！ Did や Does が省略される事を意識しながら訳してみましょう！
(ア) あなたは英語を話します。
(イ) その警官は冗談を言います。(tell a joke)
(ウ) 彼は毎朝歯を磨きます。
(エ) 彼はその窓を拭きました。
(オ) 彼は私を愛しているかも知れない(might)。
(カ) 彼女は彼を信じる(trust)べきだ。
(キ) 私は渋谷で YOSHI に会うつもりだ。
(ク) 日本人は魔法を使う事が出来た。
(ケ) その先生は私にキスしてもよい(may)。
(コ) 私は夢では英語を喋る事が出来た。
(サ) 彼女は 6 月に大阪に引っ越し(move)ます。
5. 疑問文。助動詞が見えなければ引っ張り出して、最初と 2 番目を入れ替えるだけ！ とは言って
も慣れなければ言葉レベルにはなりません。練習です！
(ア) あなたは英語を話すのですか？
(イ) その警官は冗談を言いますか？
(ウ) 彼は毎朝歯を磨きますか？
(エ) 彼はその窓を拭きましたか？
(オ) 彼女は彼を信じるべきですか？
(カ) 私はイラクに行っていいですか？
(キ) 私達は、あなたの職場で煙草を吸う事は出来ますか？
(ク) あなたのお母さんは 6 時に電車に乗るつもりですか？
(ケ) あなたの息子さんは 6 時までに起きる事が出来ましたか？
(コ) あなたの娘さんは去年ここに来る事が出来ましたか？
(サ) 彼は総理(the prime minister)として、そのお金を受け取るべきですか？
6. そして最後に否定文！2 番目に not を付けるだけ！これまた省略されちゃった does と did を見
つけないと変な英語になっちゃうのです。
(ア) あなたは英語を話しません。
(イ) その警官は彼をわざと捕まえませんでした。
(ウ) 彼は毎朝歯を磨きません。
(エ) 彼はその窓を布で拭きませんでした。(布：a cloth, 雑巾：a floor cloth)
(オ) 彼女は彼を簡単に信じるべきではない。
(カ) 日本人は魔法を全く使う事が出来なかった。
(キ) 私は今日ペンを持っていません。
(ク) 1999 年 7 月 1 日に恐怖の大王(a great king of terror)は現れませんでした。
7. 今日これまで習った事を使って、以下の質問に対してご自身の解答を作ってみて下さい。
(ア) Should 14-year-old boy have a date with a girl?
(イ) Can you leave a spare key to your friend?

