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は じ め に

仮に、以下のような出だしで始まる英文があったとして、冒頭のOn Septem-
ber 11, 2001が持つ意味は単なる年月日ではない。

On September 11, 2001, a Labrador retriever named Dorado spent one 
hour guiding his blind master down 70 fl oors of the north tower of the 
World Trade Center.（→ p. 57）

ここで、「あの 9.11」と気がつくと、この英文に対する関心が一段と高まり、
文字を伝わって来るさまざまなイメージが瞬時にして頭の中に浮かぶだろう。こ
の先に何が書いてあるのか、興味もわいてくる。「ラブラドール・レトリーバー」
という犬種も気にかかる。犬好きなら、その穏やかな顔が目に浮かぶ。あの悪夢
のような惨劇とラブラドール・レトリーバーと何の関係があるのか。一時も目を
離せなくなる。このような状況で英文に接するとき、contextが生じる。context、
すなわち、話の背景、いきさつ、「かくかくしかじか」みたいなものがあってこそ
真の解釈になる。英語力は文法・構文と語彙の両輪で動く、とよく解説されるが、
これに加えて context、すなわち、歴史的・文化的・社会的背景と情報も加味し
なければならない。

一般的に、文法書に採用されている例文には、この contextがない。当たり障
りのない、普遍的な例文が多いので面白くもおかしくもない。読んでいても実感
がわかない。常に他人事のように感じつつ英文を機械的に分析してゆくだけにな
る。本書では、なるべくこの壁を取り払い、もっと興味のわく、身近な英文を採
用し、無味乾燥になりがちな文法の習得に躍動を与えたいと考えた。

必然的に、本書で採用される英文は、馴染みのある歴史的出来事や科学的事実、
人物、身近な動物が絡むエピソード、掲示・広告などが多くなる。固有名詞も頻
繁に登場するので、その都度、注をつけて解釈作業の円滑化を図った。例えば、
上例では犬種の Labrador retrieverと the World Trade Centerがその対象
となる。裏返して見れば、英文を解釈する作業の大部分は背景的知識や情報が占
めているということになる。さらに突きつめて考えると、September 11とい
う日付と the World Trade Centerという固有名詞と retrieverという犬種（*盲
導犬のほとんどを占める）の 3つの背景的知識と情報だけでも、この英文の内容
は大方見当がつくというものだ。

これだけ登場人物やら舞台装置を用意しなければならないので、宿命として、
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本書の用例は類書に比べ格段に長くなる。長い英文には抵抗を感じるかもしれな
いが、ここは発想を転換して、英文解釈をしながら生きた英文法を学ぶ、と認識
していただきたい。特に背景となる情報や補足説明が必要な場合は *印を付して
提示した。用例英文に付した *印は解釈作業のヒントとなるものなので、遠慮な
く参考にしてほしい。

なお、本書で扱う私的なニュースや情報が個人名や地名を含む場合、主旨を損
なわない範囲内で補筆表記してあるのでご了解願いたい。
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特殊例文の表示例

「context付き」が本書の精神なので、通常の例文にとどまらず、さまざまな領
域から英文を引用している。チラシや新聞の広告（ads）、新聞や雑誌の見出し
（headline）、掲示や警告（notice、warning）、web上のコンテンツ（contents）、
LINEなどの SNSやメール（text message）なども含まれる。よって、その源
泉の種類をスタンプなどで図示すると同時に、フォントや文字サイズに変化を加
え、差別化を図った。また、記事や引用がどんな内容なのかをあらかじめ知って
もらうためいくつかのイラスト表示も用意した。ただし、あくまでも補助的手段
であって、スペースが許さない場合は使用していない。

【原典・源泉アイコン（source icon）一覧】

新聞や雑誌の見出し（headline）および記事

スマホのメールやSNS（text message）

掲示、お知らせ（NOTICE）
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車体後部のバンパー・ステッカー
 （bumper sticker）

日本に関するQ & A（質問者も回答者もnon-Jap-
anese）主に《Yahooanswers.com》から引用

警告（WARNING）

新聞の募集広告

【感情アイコン（emotional icon）一覧】

心温まる話（heart-warming story）

insult

他人を糞味噌にこき下ろす言葉（insulting words）
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ユーモラスなダジャレ（pun）

なぞなぞ（riddle）

ブラックなユーモア（black humor）

BLACK

悲しい話（heart-breaking story）

意地悪な笑い （sneering）

最期の言葉（last words）

last words

大笑い（laughing）
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びっくり（surprise）

「残念」 とか 「嫌い」 など、さまざまなシーンで使う

【出典、原典の表示】

本書の用例はその性質上、多くの歴史的および科学的事実、個人的意見、web-
siteのコンテンツを含む。このうち事実に関する英文は、本書の性質と精神に合
うよう、構文も語彙も独自のレベルで書き換えた。歴史的人物や著名人の意見、
陳述の引用は個人名とともにそのまま掲載した。オリジナリティーを重んじる価
値を認めたweb上のコンテンツについては、そのサイトを明示した。ただし、同
一の記事に対し多くのwebsiteが取り上げているような場合や発言者が anony-
mous（読み人知らず）および unknown（不明）になっている場合は、源泉を突
きとめることができないので、サイト名を省略した。さらに、表現法が刺激的と
か俗用法が多すぎると判断されるものについては、適宜調整して書き換えた。text 
message は略語やスラングが多く、そのままでは採用できないので、参考
（smartphOWNED.comなど）にしつつも、大部分を調整して書き直した。

【和文中の英語固有名詞の表記】

原則として、既に日本語の中に市民権を得ている語とか馴染みのある語はカタ
カナ表記で、それ以外は横文字のまま表記した。例： Thomas Edison → エジソ
ン、Kin Hubbard → Kin Hubbard（米国の劇作家）

【斜体文字による表記】

一般的に書籍名、車種、映画タイトル、英語以外の外国語（例： the Meiji era）、
英語古形（例： rathe *ratherの原級）、その他、差別化が必要な場合は斜体字で
表記した。
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【設問形式の採用について】

すべての項目は 2択式の設問で始まるが、最初の問題以外はこの設問を省略し
た。

問 ［ ： ］内の正しいほうの語（句）を選びなさい。

また、解答は 1つとは限らず、「どちらも可」もあるので、注意されたい。参
考のため、各問に難易度を表す ★（易）、★

★（標準）、
★
★
★（難問）を付した。
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第 1章
動詞が文の型を決める

慣例に従って略式文字として： S（主語）、V（動詞）、O（目的語）、C（補
語）をここでも使用する。各要素の働きはここでは説明しない。本文中の例
文で繰り返し見る中で実際に体感してもらうのがベスト。例えば、本文中
で「goは補語をとる」とあり、その後に go mad（気が変になる）、go bad
（（食品などが）腐る）、go bankrupt（倒産する）などが例示されていれば、
自ずから補語とはどういうものかわかってくる。本書での文法用語はすべ
てこのように受け止めて欲しい。
文型全体は自動詞と他動詞の違いを軸に一望するが、この違いも、理論
的に定義づけしないほうがいい。自動詞と他動詞は明確に分離された動詞
群ではなく、両領域にまたがる動詞も多く、さらに使い分けが不明瞭な動
詞も少なくないので、文法的分類に必要以上にこだわることは控えたい。多
くの例文に接して、その複雑な実態を確認できれば、それが英文法習得の
第一歩となろう。
特に、他動詞のとる目的語と自動詞に続く補語の関係をさまざまな実例
で検討してゆくが、何よりも大切なのは、英文を正しく解釈することであ
る。最終的には、二重の目的語をとる動詞と、目的語＋補語を同時にとる
動詞にまで話を進める。皮肉なことに、構文が複雑になるに従って、これ
を解読する達成感が増す。まして、その英文が面白い内容なら、読解作業
もまた面白くなる。
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1 「行く」ではない go

問 ［ ： ］内の正しいほうの語（句）を選びなさい。（以下同様）
 “[Do : Go]” is a complete sentence in the English language.

★

「Go（行け）は 1個の完全な英文である」
 正解  Go
命令文なら、go（行く）は目的語をとらないので、1語で英文になる。
goは補語をとる。be動詞と同じ構造になる。悪い意味が多く、go mad（気が
変になる）、go bad（（食品などが）腐る）、go bankrupt（倒産する）が一般的：

If you pour a drop of alcohol on a scorpion’s back, it’ll go mad 
and sting itself to death. — It’s simply an urban myth.

 *scorpion： サソリ　… to death： …した結果、死に至る
「サソリの背にアルコールを一滴垂らすと、狂ったようになり、自分で毒針を刺
して死ぬ─というのは単なる都市神話」

When things don’t go right, then go left.
ダジャレなので、「何をやってもうまく行かないときは、とりあえ
ず左へ行け」と和訳しても意味がない。この rightは名詞 things
（物事）を説明する形容詞なので補語。いっぽう、leftは「左へ（行

く）」で動詞 goにかかるので副詞。

In 1943 the U.S. Secretary of Agriculture banned the sale of 
sliced bread because sliced bread went stale quicker, therefore 
Americans used more wheat, needed to feed soldiers.

 *1941～1945年： 太平洋戦争
「1943年米国農務省長官は ‘食パン’の販売を禁止した。（通常のパンより）傷
むのが早く、兵士に供給すべき小麦を無駄に消費するからという理由であった」

goと対立する comeも補語をとるが、こちらは良い意味（例： come true： （夢
などが）叶う、come clean： 泥を吐く）で使われる例が若干ある：

Everyone wishes their dreams come true. But keep in mind, 
nightmares are dreams too. *keep in mind： 記憶に留めておく
「誰だって夢が叶うことを祈っている。でも、忘れないで、悪夢も夢のうちだから」
結局、基本的な「移動」および「不動」を表す go, come, get, （re）turn, run, 

leave, grow, fall, stay, remain, standおよび be＋comeから成る becomeに
は補語をとる性質が宿る。
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2 「売る」ではない sell

 The Chevrolet Nova car [was never sold : never sold] well in 
Spanish-speaking countries. “No va” means “it doesn’t go” 
in Spanish.
「シボレー・ノヴァはスペイン語圏では売れ行きが悪かった。No va.はスペ
イン語で “進まない”を意味するから」 *va＜ir （＝go）の三人称単数。

★
★

 正解  never sold
was never soldはこの文意ではほとんど使われない。
sellは他動詞「～を売る」と自動詞「売れる」の両用法を持つが、上例は典型

的な自動詞の使い方。本来は他動詞であったが、sell oneself （自身を売る → 売
れる）の再帰代名詞が省略されて sell oneselfとなり、単独で自動詞用法「売れ
る」を発達させた。「売れる」と来れば、「よく売れる sell well［quickly］」とか
「ひどい売れ行きだ sell badly」が決まり文句：

Q: What are things that sell badly?
A1:  E-cigarettes, tofu, though I like 

tofu.
A2:  Furnaces in July… ice cubes in 

January.

Q： 売れない商品って何？
A1：  電子たばこ、豆腐。豆腐は
好きだけどね。

A2： 7月の暖炉、1月の角氷。

他動詞は「人が物を売る」が基本だが、今日では「タコが足の一部を切り売り
する」みたいな用法も横行している：

Sigmund Freud’s The Interpretation of Dreams sold only 415 
copies in the fi rst two years.

 *Sigmund Freud （ジークムント・フロイト）： オーストリアの精神分析学者
「フロイトの『夢判断』は発行当初の2年間で、わずか 415冊しか売れなかった」
Harry Potter and the Deathly Hallows was released on July 21, 

2007, and sold 11 million copies on the fi rst day of its release.
「『ハリー・ポッターと死の秘宝』は 2007年 7月 21日に発売されたが、当日
だけで 1100万部売れた」
いずれも 「書籍がそれ自身をN部売った」 という構図になっている。これは、多

くの英語学習者が抱く 「他動詞＋O」 の健全な関係（下の例）に水を差すものである。
Disneyland does not sell chewing gum.
「ディズニーランドではチューイングガムは売っていない」
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3 「読む」ではない read

  The sentence below [writes : reads] the same forwards and 
backwards.

“MADAM I’M ADAM.”

★
★

「下の英文は前から読んでも後ろから読んでも同じ─“マダム、私はアダム”」
 正解  reads
この例は有名な回文（palindrome）に関する記述。readはここでは「～を読

む」ではなく、「～と読める、～と書いてある」と解釈するしかない。辞書では自
動詞に分類されているが、文法的分類なんてどうでもいい。

The year 1961 reads the same upside down. This will not hap-
pen again until the year 6009.
「1961は逆さにしても 1961。次に、同様の数字になるのは 6009年」

The bumper sticker reads :
IF YOU CAN READ THIS, YOU’RE TOO CLOSE.
「“これが読めるということは、お前は接近しすぎ”

とステッカーに書いてある」

1つめの readが自動詞「～と書いてある」、2つめが他動詞「～を読む」。
A Kamakura resident picked up a bottle and noticed there was 

a letter inside. The message read: “Hello, my name is Hannah. If 
you found this bottle please send me an email. From, Hannah 
Bellevue, WA, U.S.A.”
「鎌倉の住人が海岸で瓶を拾った。中にメッセージが入っていた。そこには “こ
んにちは、私の名前はハンナです。もしこの瓶を拾ったなら、メールをください。
ハンナより─ベルヴュ、アメリカ、ワシントン州”と書いてあった」
また readには、解せない他動詞用法がある。映画でしょっちゅう耳にする：
“Odyssey, this is Houston. Do you read me?” ̶ Apollo 13

「オデッセイ、こちらヒューストン。聞こえるか？」 ─映画『アポロ 13』
古くからある「読む → 読み取る → 理解する」の名残であろうか。以下も同様：
None of the Beatles knew how to read music. They could play 

the guitar, piano, and drums and write lyrics.
「ビートルズのメンバーは誰一人、楽譜を読めなかった。ギターとピアノとドラ
ムを演奏することはできたし、詞を書くことはできたけど」
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4 「移動、不動」を表す動詞は補語をとる

insult

 Any girl can be glamorous. All you have to do is 
[stand still : stay up] and look stupid.

 ̶ Hedy Lamarr

 *All you have to do is do： あなたは─してさえいればいい
「若い娘は誰でも魅力的になれるわ。じっとして、バカ面をさ

らしていればいいだけ」 ̶ Hedy Lamarr（オーストリア出身の美人女優）

★
★

 正解  stand still
stillはここでは形容詞「静かな」で補語。stand stillは成句で「じっとして
いる」。stay upは「（寝ないで）起きている」で、upは副詞。
「移動（go, come, leaveなど）」と「不動（stay, remain, standなど）」の動
詞は補語をとる性質が宿る、と既に述べた。「留まる」の remain、「曲がる」の
turn、「戻って来る」の returnの例を確認しておく（stayは次項）：

The price of a Hershey bar remained 5 cents for 
67 years, until 1970. The size shrank visibly 
though.
「ハーシーのチョコレートバーは 1970年までの 67年間、価格
を 5セントに据え置いた。サイズは見るからに縮まっていった
けど」

McDonald’s and Burger King sugarcoat their fries so they will 
turn golden-brown.

 *so （that） S will do： Sが─するように　fries： French fries（フライドポテト）
「マクドナルドとバーガーキングはフライドポテトが黄金色になるように糖衣処
理をしている」

In 1900, young Winston Churchill escaped from a POW camp 
in Pretoria, South Africa. After many days, he returned home a 
celebrated hero.

 *POW： prisoner of war （戦争捕虜）　celebrateの原義は「英雄の凱旋を祝う」。
「1900年、若きウィンストン・チャーチルは南アフリカ、プレトリアの捕虜収
容所から脱走し、何日もかけて、故郷にたどり着き英雄として迎えられた」

*1900年第二次ボーア戦争で記者として従軍。ボーア人の捕虜となるも、脱走に成功した。
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5 「～にある」を表す自動詞（be, stay, lie）

 A shrimp’s heart [is : stays] in its head.
「エビの心臓は頭にある」

★

 正解  is
be動詞は補語をとって S＋V＋Cならば「Cである」になるが、単独（S＋V）

では存在を意味して「～にある、いる」となる：
Long before he became Iron Man, Robert Downey Jr. was be-

hind iron bars.
 *Robert Downey Jr.： 米国の男優。映画『アイアンマン』の主役。
「‘鉄’ 人になるはるか以前、ロバート・ダウニー・Jr.は ‘鉄’ 格子の中にいた」
stayは一時的に「～にとどまる」（S＋V）から、補語をとる用法「～の状態で

いる」（S＋V＋C）も発達させた。以下の例は前者：

 Would you like to be the Sun in my life?
 Of course, yes!
 Then, stay 149,600,000 km away from me.
 「私の太陽でいてくれる？」
 「もちろんだよ！」
 「じゃ、149,600,000 km離れていてくれない？」

この場合、149,600,000 km away from me（私から離れて）は副詞的要素と
解されるので、残った要素は stayただ 1つ、すなわち（S＋）V（完全自動詞）と
なる。次例は補語（C）をとったケース：

The secret of staying young is to lie about your age.
 ̶ Lucille Ball

「若さを維持する秘訣は年齢を詐称すること」
 ─ルシール・ボール（米国の映画、テレビ女優、コメディアン）
似た構造を lieがとる。本来は「横たわる」だが、「～にある」と訳すことが多い：
The two pieces of the Titanic lay 1,970 feet apart from one 

another on the ocean fl oor. *lay＜lieの過去形。one another： 互いに
「2つに割れたタイタニックの船体は、互いから 1,970フィートの距離を置い
て海底に沈んでいた」
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6 「見る」も「見える」も look

 Q: How are an apple and a murderer alike?
 A: They [look : are looked] good when they’re 

hanging from a tree.
Q： リンゴと殺人犯はどこが似ている？
A： 両方とも木に吊るされている格好が似合う。

★

 正解  look
lookは補語（C） をとって「Cに見える」、atなどをはさんで「Oを見る」と
大別できる：

I found there was only one way to look thin : hang out with fat 
people. ̶ Rodney Dangerfi eld（米国のコメディアン、男優）
「痩せて見える方法は 1つしかない：デブと一緒にうろつくのさ」
Pigs can’t physically look up at the sky.
「豚は物理的に空を仰ぎ見ることができない」
また、「Oのように見える」と言うときは、look like＋Oとする：
High speed cameras have revealed that rain drops are not tear-

shaped but rather look like hamburger buns.
「高速カメラで撮影すると、雨の滴

しずく
は涙のような形状ではなく、どちらかと言

うとハンバーガーのバンのような形をしていることが判明している」
感覚動詞 lookはおおむね以下の 3用法にまとめることができる：

① look＋C： Cに見える
② look at＋O： Oを見る
③ look like＋O： Oのように見える

が、しかし、この 3つに収まらない用法もあるので、lookは始末が悪い：

Lost your cat? Look under my tires.
「えっ、猫がいなくなったって？
この車のタイヤの下を見てくれ」

Don’t look a gift horse in the mouth. cf. 馬の年齢は歯を見るとわかる
「馬を贈られても口の中を見るな（＝もらい物のあらを探すな）─諺」
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7 「味わう」ではない taste

 Beetles [taste : taste like] apples.
「カブトムシは（食べると）リンゴのような味がする」

★

 正解  taste like
tasteも lookと同じ語法をとるので、look like＋Oに対応する taste like＋

O（Oのような味がする）が適用される。この種の英文は類例が多い：

Wasps taste like pine nuts.
「スズメバチは（食べると）松の実のような味がする」
Worms taste like fried bacon.
「ミミズは（食べると）揚げたベーコンのような味がする」
Mm, it tastes like chicken.
「む、たとえようのない味だな」
 *薄味で特徴のない鶏肉をたとえに用いた慣用表現。

lookに対応する tasteの 3用法を確認しておく：

① taste＋C： Cの味がする
② taste＋O： Oを味わう
③ taste like＋O： Oのような味がする

Honey doesn’t spoil. Archaeologists found honey in the tombs 
of Egyptian pharaohs, and tasted it. It tasted good.
「ハチミツは腐らない。考古学者が古代エジプト王の墳墓でハチミツを発見し
た。彼らはそれを味わってみた。味は良かった」

People over the age of fi fty start to lose their dis-
like for foods that taste bitter.
 《Second Harvest Food Bank of Orange County》
「人は 50歳を過ぎると苦い食品に対する嫌悪が減少する」

しかし、tasteにも look同様、あいまいな用法がある：

Butterfl ies taste with their feet.
「蝶は足で味を感じる」
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8 「感じる」も「感じられる」も feel

 Blues is easy to play, but hard to [feel : be felt].
 ̶ Jimi Hendrix　*blues： ブルース

「ブルースは演奏するのは簡単だが、感じるのは難しい」̶ ジミ・ヘンドリックス

★

 正解  feel
この to-不定詞構文（副詞的用法「限定」 → p. 29）では、to-不定詞の目的語が
主語の Bluesなので、目的語をとる他動詞の feel（以下の②）が正しい。
感覚動詞を代表する feelだから、やはり例の 3用法がある：
① feel＋C： Cの感じがする
② feel＋O： Oに触れる； Oを感じる
③ feel like＋O： O（したい）ような気がする（*Oは主に動名詞 doing）
この内①の用法が最も多い。以下の 2例で確認しておこう：
If the amount of water in your body is reduced by just 1%, 

you’ll feel thirsty. If it’s reduced by 10%, you’ll die.
「体内の水分が 1％でも減ると人は喉の渇きを感じる。10％減ると死ぬ」
When you search for something on the Google homepage, you’ll 

fi nd the two options for searching: Google search and “I’m Feel-
ing Lucky.” The latter choice will bring you directly to the fi rst 
site in Google’s search engine.
「グーグル検索をするとき、2つの選択肢が提示される：「Google検索」と「ラッ
キー」だ。後者を選ぶと、検索結果トップのページに直接導いてくれる」
②の用法を2つ挙げておく。第2例はmust feel＋Oの受動形O must be felt：
Many people who read the word “yawn” begin to feel the urge 

to yawn.
「多くの人は ‘あくび’ という語を見ただけで、あくびをしたくなる」
The best and most beautiful things in the world cannot be seen 

or even touched — they must be felt with the heart.
 ̶ Helen Keller

「この世に存在するもので、最も素晴らしく最も美しいものは決して見ることは
できないし、触れることもできない─心で感じるしかない」 ─ヘレン・ケラー
しかし、feelもやはり、上記公式からはみ出すような用法（①の類型）がある：
This room feels very cold.（＝I feel very cold in this room.）
「この部屋はとても寒い」
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9 他動詞は常に目的語をとる？

 Knowing is not enough; we must [apply : apply it]. Willing 
is not enough; we must [do : do it]. ̶ Goethe

「知っているだけでは十分でない。実際に応用しなければ意味がない。やる
気があるだけでは十分でない。行動に移さなければ意味がない」 ─ゲーテ

★
★

 正解  文法的には apply itと do it
ただし、原典ではどちらも目的語 itはない。故事成句や名言では文法が通用し

ないこともある。他動詞は本来、目的語をとる：
You love fl owers, but you cut them. You love animals, but you 

eat them. You tell me you love me, so now I’m scared!
「あなたは花が好き、だけど花を切る。動物も好き、だけど動物を食べる。私の
ことが好きと言う、だから私は怖い」
他動詞は目的語をとるという定義は当てにならない。大切なのは、臨機応変に
対応すること。意味がわかる動詞は自他の違いなど意識する必要もない：

Leonardo da Vinci could write with one hand and draw with 
the other at the same time. 《www.answers.com》
「ダ・ヴィンチは片手で文字を書き、 もういっぽうの手で絵を描くことができた」
An American fl amingo can eat only when its head is upside 

down.
「ベニフラミンゴは頭を逆さにしないと物を食べられない」
When GARBER fi rst started selling baby food in Africa, they 

used the same packaging as in the USA. The picture of a baby 
was on the label. Later they were surprised to know that in Af-
rica companies routinely put pictures on the label of what’s 
inside. Most people couldn’t read. *GARBER： 米国の食品メーカー。
「G社が初めてアフリカでベビーフードの販売を開始したとき、米国内と同じ
パッケージを用いた。赤ちゃんの写真が箱の外装にあった。後に、現地企業は習
慣的に中身を表す写真を箱に用いると知って驚愕した。ほとんどの人が文字を読
めなかったからだ」
目的語と意味が重複する動詞（dream a dream, sing a song, smile a smile）

もある：
♪I dreamed a dream in time gone by♪ ̶ I Dreamed a Dream

「過ぎ去りし日の夢を見た」 ─『夢やぶれて』


