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はじめに

私は英語を教えるのとほぼ同じくらいの年数、日本語を学んでいる。大

学、そして大学院で日本語の文法を学び、その後長く日本で暮らし

ている。常に正確な日本語を使うように心掛けているが、それでも時々間違

いをおかし、うんざりしてしまう。言ってみれば、日本語の路上の「穴ぼこ」

（pothole）にはまってしまうのだ。普段はその道路を順調に運転しているの

だが、時折その穴にはまってしまう。そのたびにハンドルを取られ、なんと

か乗り切っても、そこでやや自信をなくし、思うようにスピードが上げられ

ない。

　その「穴ぼこ」というのは、何十年も前に学んだ日本語文法の落とし穴だ。

私は確かにその文法事項を学習したはずだが、何度も同じところでつまずい

てしまう。きっとこれだけでなく、ほかにも日本語文法の間違いをおかして

いるだろうが、人に間違いを指摘されたり、変な顔をされなければ、おそら

く気づかない。周りの日本人が日本語の文法にのっとって話すのを聞いてい

る時は、私も理解できる（と思う）。しかし、自分が実際に使うとなると、

なかなかうまくいかないのだ。

　その穴にはまってしまうと、まったく日本語がわからなくなってしまうと

か、話せなくなってしまうというわけではもちろんない。それでも、日本語

の路上の「穴ぼこ」に 1つひとつ注意し、それを避けながら、安全な運転を

心掛けなければならない。

　今これを読んでいる方の中にも、複雑な英文法を理解しようとして、私と

同じようにそうした「穴ぼこ」に何度もはまってしまう人がきっといると思

う（この場合は「英文法の落とし穴」だ）。まさしくそういう人たちに、本書『ア

ウトプットに必要な基本英文法』を読んでいただきたい。

　本書はすべての英文法項目を網羅しているわけではない。想定読者は、学
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校教育で文法をひととおり学んだ人たちだ。読者の中にはすでに仕事で英語

を使っている、あるいはこれから使う予定である人たちもいるかもしれない。

本書はそうした人たちにビジネス英語の知識を与えるものではない。そうで

はなく、英語のコミュニケーションの場で実際に使える例文を通じて、英文

法の規則を読者のみなさんには再確認していただきたい。

　日本人の英語学習者がよくつまずいてしまう英文法の誤りをとりあげなが

ら、単にその専門用語を使って解説するのではなく、そうした間違いにどう

対処すべきか、提案したい。先ほど述べたように、本書の読者は、おそらく

すでにそのような専門的な知識を（場合によっては何度も）「学習している」

だろう。問題は、その知識が十分に頭に残っていなくて、実際にそれを使っ

て表現しようとしても、思うようにいかないことである。

　日本人が英語をネイティブスピーカーのように話したり書いたりできる必

要はない。必要なのは、言いたいことを相手にわかるように示すことだ。

素晴らしい協力者である安藤文人さんと、優れた編集者である金子靖さんの

助力を得て、私は本書によって日本人の英語学習の道路のあちこちに空いて

いる英文法の「穴ぼこ」を埋めたいと思う。そして、読者のみなさんにもこ

の修復作業に協力してほしい。そうすれば、われわれの英語によるコミュニ

ケーションの道路は、以前よりもはるかに流れがよくなるはずだ。

　2014年 11月　ベニスにて

ジェームス・バーダマン（James M. Vardaman）
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本書の使い方

1

現在形
ちょっと上級の使い方

最初に覚える時制がいちばん簡単とは限らない。現在形にも I speak a 

little English.（私は英語を少し話します）などと現在の状況を言うだけでな

く、さまざまな（少し上級の）使い方がある。

たとえば、普段の会話の中で、過去の出来事について語るような場合、目

の前でそれが起きているような臨場感を出すために（過去形を使わず）あえ

て現在形を用いることがある。

A man comes up to me on the street in Paris and in French 
he asks me for directions. I can’t understand why. Then I 
realize he thinks I’m a local Frenchman.
（パリの街中で男が寄ってきて、僕に道を聞いてくるんだよ。何で？って思うよね。そ
れから、どうも僕のことを地元の人間だと思い込んでるようだって気づくんだ）　

１
　アウトプットに必要と
なる基本英文法項目を 60
厳選しました。

DOWNLOAD ▶ 01 01

I buy a big ice cream cone̶and then drop it on the street.　
What a klutz I am!
（大きなソフトクリームを買ったと思ったら、すぐ道に落としちゃって。なんてドジ
なんだ、僕は！）

The main character in the novel starts out in Tokyo and 
ends up in Peru.
（その小説の主人公は東京を出て、最後はペルーまでたどり着く）

現在形には、ほかにもこんな使い方がある。「心の中で思っていること」

を伝える場合、understand, think, regret, realizeなどの動詞を現在形で

用いて、

I understand that he is coming to our office this afternoon.
（彼は今日の午後うちの会社に来ることになっている） 

My sister thinks that her boyfriend is wonderful.
（妹はボーイフレンドのことをすてきだと思ってるんだよ）

１　現在形

２
　英語を話す、あるいは書
く際に知っておきたい英文
法・語法について、詳しく
解説しました。例文とあわ
せて、じっくり読んでくだ
さい。

３
　音声は、研究社のホーム
ぺージ（www.kenkyusha.
co.jp）からダウンロードで
きます（MP3 データ）。ダ
ウンロード方法は ix ペー
ジをご覧ください。
　音声ファイルは 1～ 20, 
21 ～ 40, 41 ～ 59 の 3つの
フォルダーに分けて収録し
ました。詳しくは次ページ
下をご覧ください。
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DOWNLOAD ▶ 01 01

I buy a big ice cream cone̶and then drop it on the street.　
What a klutz I am!
（大きなソフトクリームを買ったと思ったら、すぐ道に落としちゃって。なんてドジ
なんだ、僕は！）

The main character in the novel starts out in Tokyo and 
ends up in Peru.
（その小説の主人公は東京を出て、最後はペルーまでたどり着く）

現在形には、ほかにもこんな使い方がある。「心の中で思っていること」

を伝える場合、understand, think, regret, realizeなどの動詞を現在形で

用いて、

I understand that he is coming to our office this afternoon.
（彼は今日の午後うちの会社に来ることになっている） 

My sister thinks that her boyfriend is wonderful.
（妹はボーイフレンドのことをすてきだと思ってるんだよ）

などと う 例文 を使 （ 節を ）

１　現在形

４

　例文は、みなさんが英語をアウトプット（話す、書く）上でぜひ覚えて
おいていただきたいものだけを収録しました。各例文は語数を絞り、基本
表現として使っていただけるように配慮しました。しっかり読んで、朗読
音声を何度も確認しましょう（イントネーションや発音にもご注意くださ
い）。
　そのあとは朗読音声につづけて、自分で読み上げてみましょう。例文が
自動的に口から出てくるようになるまで、何度も何度も繰り返しましょう。
　英語が読めても、声に出してトレーニングしなければ、その表現は使え
るようになりません。自動的にアウトプットできるようになるまで、ひた
すらトレーニングを繰り返しましょう！

 　フォルダー１⇨ DOWNLOAD ▶ 01 01  ～ DOWNLOAD ▶ 01 20

 　フォルダー２⇨ DOWNLOAD ▶ 02 01  ～ DOWNLOAD ▶ 02 19

 　フォルダー３⇨ DOWNLOAD ▶ 03 01  ～ DOWNLOAD ▶ 03 18 　 　　

　　　フォルダー４⇨タイトル（ DOWNLOAD ▶ 04 01  ）、

 　 　　　　  ナレーター情報（ DOWNLOAD ▶ 04 02 ）　



⇨ 23 ページ参照
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1

現在形
ちょっと上級の使い方

最初に覚える時制がいちばん簡単とは限らない。現在形にも I speak a 

little English.（私は英語を少し話します）などと現在の状況を言うだけでな

く、さまざまな（少し上級の）使い方がある。

たとえば、普段の会話の中で、過去の出来事について語るような場合、目

の前でそれが起きているような臨場感を出すために（過去形を使わず）あえ

て現在形を用いることがある。

A man comes up to me on the street in Paris and in French 
he asks me for directions. I can’t understand why. Then I 
realize he thinks I’m a local Frenchman.
（パリの街中で男が寄ってきて、僕に道を聞いてくるんだよ。何で？って思うよね。そ
れから、どうも僕のことを地元の人間だと思い込んでるようだって気づくんだ）　

同様に、映画や新聞や本の内容を伝える時も現在形を使い、

The film takes place in Venice.
（その映画はベニスが舞台だ）

The newspaper tells about a new kind of farming where 
plants grow on vertical shelves.
（上下に重ねた棚のうえで作物を育てる新しい農法のことが新聞に載っている）

などと表現する。
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DOWNLOAD ▶ 01 01

I buy a big ice cream cone̶and then drop it on the street.　
What a klutz I am!
（大きなソフトクリームを買ったと思ったら、すぐ道に落としちゃって。なんてドジ
なんだ、私は！）

The main character in the novel starts out in Tokyo and 
ends up in Peru.
（その小説の主人公は東京を出て、最後はペルーまでたどり着く）

現在形には、ほかにもこんな使い方がある。「心の中で思っていること」

を伝える場合、understand, think, regret, realize などの動詞を現在形で

用いて、

I understand that he is coming to our office this afternoon.
（彼は今日の午後うちの会社に来ることになっている） 

My sister thinks that her boyfriend is wonderful.
（妹はボーイフレンドのことをすてきだと思ってるんだよ）

などと言う。この 2つの例文では thatを使って（that節を用いて）思って

いる内容を文章で述べているが、もちろん、

I understand the reasons for his decision.
（彼がそう決めた理由は理解している）

I realize what the problem is now.
（何が問題かは私もよくわかっています）

などと that節を用いない場合もある。

同様に、「自分の意見や判断、好み」を伝える場合も believe, conclude, 

agree, prefer などの動詞を現在形で用いて、

１　現在形
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I believe that you are making a good choice.
（あなたの選択は正しいと信じているわ）

I conclude his story is right.
（彼の話は本当だと考えている）

などと述べる。その意見が昔から変わっていなくとも、現在完了形を使う必

要はない。意見表明には現在形を用いる、と覚えておくとよいだろう。

このように、現在形の役割は単純に「現在のこと」を伝えるだけではない。

「心の中で思っていること」のように、「普段から当てはまること」を述べる

場合には現在形を用いる、と覚えておこう。

DOWNLOAD ▶ 01 01

We regret that the concert has been canceled.
（そのコンサートが中止になったのは残念だ）

My husband realizes that I want to continue my career.
（私が仕事を続けたいという気持ちは、夫もよく理解しています）

My father prefers red wine with dinner.
（父は夕食には赤ワインを好む）

Unfortunately, she believes his lies.
（不幸なことに彼女は彼のうそを信じているんだよ）

１　現在形
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疑問文
yes か noかで迷わないために ――「自己本位」で答えよう

日本語の「はい」と英語の yesの意味はまったく同じとは限らない。日本

語の「はい」は、（1）「ええ、聞いていますよ」という「あいづち」として

使えるし、（2）「あなたの言っていることは正しい」という意味でも用いら

れるが、英語の yesは必ずしも （2）の「あなたの言っていることは正しい」

という意味で用いられるわけではない。日本語の場合は、「お金、持ってま

すか？」と聞かれて「そのとおり、持ってます」という意味で「はい」と答え、

「お金、持ってないんですか？」と聞かれても「そのとおり、持ってません」

という意味で「はい（持ってません）」と答える。しかし、この答え方を英

語ですると、ネイティブスピーカーは混乱してしまう。

質問が Do you like classical music?のように、Do you...?の形ならば

問題ない。相手は「クラシック音楽が好き」かどうか聞いているのだから、「そ

のとおり」の意味で「はい」＝ Yes, I do.と答えればよいし、「そのとおり

ではない」という意味で「いいえ」＝ No, I don’t.と答えればよい。

困るのは Don’t you...?の形（否定疑問文）で聞かれた場合だ。Don’t 

you have time?を「時間がない」かどうか聞かれているととらえて、「その

とおり（時間がない）」の意味で「はい」＝ Yes, I do.または単純に Yes.と

答えたとしよう。しかし、英語では Yes, I do.＝ I have time.（時間がある）

なので、まったく逆の意味になってしまうのだ。

大切なのは、相手の聞き方が肯定疑問であろうが否定疑問であろうが、「時

間がある」ならば常に Yes.,「時間がない」ならば常に No.と答えること

である。著者たちから見れば大先輩になるが、ある日本人の英文学教授は、

Don’t you...?や Didn’t you...?と否定疑問文で聞かれた場合には、あえて

yes/no を用いず、必ず I have time. / I don’t have time.  などと答えていた。

2
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英国風のアクセントで、気品の感じられる英語を話す方だったが、この否定

疑問文への答え方を日本人が間違えやすく、またその間違いが相手を戸惑わ

せる（なにしろまったく答えが反対になるのだから）ことをよくわかってい

たのだろう。相手が否定疑問で聞いてくると、一瞬息を呑むようにして間を

置き、それから落ち着いて答えていらしたのをいまでもよく覚えている。こ

れも１つの対処法だろう。ついでに言えば、日本人が間違えやすいから、否

定疑問文はなるべく使わないようにしている、と教えてくれたネイティブの

先生もいた。しかし、これも日本に長く住んでいるからこそできる配慮で、

誰にでもそれを期待してはいけないだろう。

さらに間違えやすい例を挙げておこう。Would you mind...?という聞き

方があるが、これを日本人の英語学習者は「 …してかまいませんか？」と訳

し、「ええ、かまいませんよ」という気持ちで Yes.と答えてしまいがちだ。

しかし、英語ではこれは Yes, I mind...のことで、（日本語ではこんな言い方

は実際にはしないが）「ええ、かまいます」という意味になってしまう。こ

れを避けるためには、やはり yes / noを避けて、I don’t mind (at all).（か

まいませんよ）あるいは Not at all.と言うか、もしくは、よく使われるのだ

が、Sure.（大丈夫ですよ）などと答えるのが安全だろう。逆に、本当に「か

まう」、つまり断る場合には Sorry.（だめです）と答えればよい。

DOWNLOAD ▶ 01 02

A:  Do you take a subway to the office?
 （会社まで地下鉄で行くのですか？）

 [Don’t you take a subway to the office?
 （会社まで地下鉄で行かないのですか？）]

B: No, I take a bus.
  （バスで行きます）　＊どちらの質問でも答え方は同じ。

A: Don’t you have to go to work today?
 （今日は仕事に行かなくていいの？）

２　疑問文
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B: No, today is a holiday.
 （いい。だって休日じゃない）　

 [＝No, I don’t have to work.
  （行かなくていいんだよ）] 

A: Would you mind helping me?
 （ちょっと手伝ってくださいませんか？）

B: No(, I wouldn’t mind).
 （いいですよ）　　

 [＝Yes, I will help you.　
  （お手伝いしましょう）] 

A: Do you mind if I open the window? 
 （窓を開けてもかまいませんか？）

B: Not at all.
  （ええ、どうぞどうぞ）

A: Would you mind closing the door?
 （ドアを閉めていただけませんか？）

B: Sure.
  （いいですよ）

A: Would you mind if I used your laptop?
 （ちょっとパソコンを貸してもらってかまいませんか？）

B: Sorry, but I need to use it.
 （すみません。これから使うんです）

 [＝No, I can’t let you use it.　
 （お貸しできないんです）]　 

２　疑問文


