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『英語の素朴な疑問に答える36章』

＜目次＞

１ 英語には，なぜ大文字と小文字があるのか

２ IやWednesdayは《固有名詞》か
３ 疑問文ではなぜ主語と動詞の順序を入れ替えるのか

英語あらかると①
なぜ Englishのことを「英語」というのか

４ This is a my dictionary．――なぜ間違いか
５ This is a egg．は発音しにくいか
６ baseballと a baseballでは，どう違うのか

英語あらかると②
25° Cの Cをなぜ「摂氏」というのか

７ I play the guitar．――楽器の前には必ず theを置くか
８ Do you play tennis?――なぜ doを付けると疑問文か
９ Bob plays tennis.――なぜ play でなく plays か

英語あらかると③
「日本」は，英語ではなぜ Japanなのか

10 fallの《過去形》はなぜ fellなのか
11 This is not a fish． It is a mammal．――この it は「それ」でよいか
12 Bob's bikeの（'）は何かを省略した印か
13 "Isn't this your hat?""Yes, it is!"―― Yes は「はい」か，それとも「いいえ」か

英語あらかると④
Germanyは，なぜ「ドイツ」なのか

14 This is not my hat．――「これは私の帽子ではありません」という訳で十分なのか
15 My father does not go to work every day．

――「父は，毎日働きに行きません」は間違いか

16 Tom is in the kitchen．―― isは「いる」という意味か
17 Do you have any interesting stamps?

――疑問文では someは必ず anyに変えなければならないのか
英語あらかると⑤
&は，なぜ'and'と読むのか

18 Come with me．―― meは「私を，私に」か
19 Come here．――《動詞》で文を始めると，なぜ命令文なのか
20 Tom can swim very well．――なぜ cans としないのか
21 Tom is swimming now．――'m'を重ねるのはなぜか．何かルールがあるのか

英語あらかると⑥
dollarを，なぜ$と書くのか
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22 My sister studies English and Chinese．―― studys ではなく studiesとするのはなぜか
23 How old is your grandmother?

――どんなに若い人にも oldを使うのか．How young．．．? という文はないのか
24 There never was a good war or a bad peace．―― or を andとしては間違いか
25 Hurry up, or you will miss the bus．―― or は，なぜ「さもないと」と訳すのか

英語あらかると⑦
%は，なぜ「パーセント」と読むのか

26 I walk to school every day．
――「現在」のことを言っているわけでもないのに，なぜ《現在形》を使うのか

27 The egg was boiled． この《受身形》の wasはどういう意味を表すのか
28 Tom boiled the boiled egg again．(トムはその茹で卵をもう一度茹でた)

――《過去形》と《過去分詞》はどう見分けるのか

29 I will do my best．―― willはどんな未来を表すのか
英語あらかると⑧
「円周率」は，なぜπで表すのか

30 I am going to visit Mr Smith．―― be going to と willは全く同じなのか
31 Where shall we go? ――なぜ willを使わないのか
32 I want to have a cup of coffee．

――《to +動詞の原形》は，なぜ「～すること」という意味を表すのか
33 It is time to get up．

――この to get up は，なぜ「起きるための」という意味になるのか
英語あらかると⑨
sixteenが「16」で，sixtyが「60」なのはなぜか

34 Let's go swimming if it does not rain tomorrow．
―― if it won't rain tomorrowとしては間違いか

35 I like watching TV．――なぜ《-ing形》にも「～すること」という意味があるのか
36 Tom is as tall as Jim．―― Tom と Jim は，身長が全く同じという意味になるのか

英語あらかると⑩
英語の millionよりも大きい数は何と言うのか

付章

体を表さない名の話――《完了》は「継続」できるか


