


Copyright © 2015 by Masao Seki

丸暗記不要の英文法

PRINTED IN JAPAN



iii

はじめに

　いつの頃からか、「英文法の勉強」と言えば、「惑星には the を付ける」とか「may 

as well は熟語だから訳し方を覚える」とか「分詞構文には５つの訳し方がある」

といった、丸暗記作業に成り下がってしまいました。大量の試験問題を消化す

るために、英文法の勉強がまるで「一問一答形式のクイズ」と化してしまって

いるのが現状です。

　そこで、本書は「英文法の核心を理解する」というコンセプトで、英文法を

論理的に、かつ徹底的に解説します。

　本書で扱う問題数は多くはありませんが、その分、厳選した問題を使い、「英

文法の疑問」に関して、読者のみなさんの納得がいくまで、わかりやすく答え

るように心掛けました。

　付け焼き刃で「丸暗記」した英文法は、いずれ「丸忘れ」します。

　本書ではそれとはまったく対極の、鮮烈に記憶に残る「英文法の真髄」を解

説していきます。

　この方法は、一見遠回りに思えるかもしれませんが、さまざまな入試問題、

特に難関大学が出題する応用問題で威力を発揮するでしょう。無味乾燥な丸暗

記の勉強に疑問を感じていたり、一生懸命に勉強したつもりでも伸び悩んでい

る高校生・受験生にこそ、ぜひ読んでほしいと思います。

　本書で学ぶ知識は、大学入試の文法・語法問題の難問や長文読解でも強い効

果を発揮すると考えます。また、大学入学後の学問や資格試験対策や、大学卒

業後の仕事や趣味で英語を使う際にも、ぜひお役立ていただけましたらうれし

いです。

　本書『丸暗記不要の英文法』で本当の英語の姿を知ってください。それはみ

なさんが想像するよりはるかに美しく、楽しい世界です。

2015 年 4月　

関　正生
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本章では、「助動詞の核心」に迫ります。助動詞は話し手の気持ちを表わす時に
大活躍してくれます。本セクションでは、will と shall の使い方を学習します。
たとえば、I won’t see her anymore. は、「もうあの娘には絶対会わないぞ！」
という強い気持ちを表わし、will の正しい用法を知らないと本当の意味がわかりま
せん。相手の気持ちを読み取るにも、自分の気持ちを伝えるにも助動詞の知識は
欠かせないのです！

■ 「～でしょう」でよいのか？
中学校で最初にwill が登場すると、未来を表わして「～でしょう」という意味

になると、弱々しいイメージで教えられます。さらに高校では「習慣・拒絶の意
味もある」と習うことがよくあります。

(-_-;)《従来の丸暗記型英文法が定義するwill》

① 意志「～するつもりである」
② 推量「～でしょう」
③ 習慣「～する習慣がある」
④ 拒絶（否定文で）「絶対に～しない」

そもそも、英語のネイティブが上に挙げたようなwill の意味を全部暗記して、
使い分けているとは思えません。

■ will は「超パワフル」
will は「100 パーセント～する」や「必ず～する」といった意味があり、きわめ

て強力な単語なのです！「will はパワフル」というキーフレーズを覚えておいてく
ださい。こんな説明を聞くのははじめてだという人も多いと思います。でも、基
本はこれだけで十分なのです。では、それが本当なのかどうか証明してみましょう。
手元の辞書で「名詞のwill」を引いてみると、次のような語義が並んでいます。

will【名詞】 １. 意志　２. 決意　３. 命令　４. 遺言

一見して強い意味ばかりです。異色な感じのする「遺書」にも強さが込められ
ているのです。「遺産を皆で仲良く適当に分けましょう」では、遺書になりません。
故人の「こうしてくれ！」という意志が入ってこそ遺書になるのです。この強さ
が名詞に限らず、助動詞のwill にも共通してあるのです。will を理解するカギはこ
の点にあり、それですべて解決できます。

I’ll be back.（必ず戻ってくる）ーー    Arnold Schwarzenegger
※映画The Terminator（『ターミネーター』）より

アーノルド・シュワルツェネッガーが演じるターミネーターが言った名ぜりふ
で、「絶対に戻ってくる」という強い意志を感じますね。そのほかの用法についても、
「will はパワフル」というキーフレーズがあてはまります。

推量：「～でしょう」
参考書などでは、未来を表わすwill の意味を「～でしょう」と説明しているが、
本当は「きっと～する」という強い意味で解釈すればよい。He will come here. 
なら「ヤツは絶対に来る」といった感じ。

習慣：「～する習慣がある」
My mother will talk for hours, if you let her. 「ほおっておくと、母は必ず何時間で
もしゃべる」⇒「しゃべる習慣がある」ということ。

拒絶：「絶対に～しない」
「必ず～する」を否定文にすると「絶対に～しない」になることから、The door 
won’t open. は「ドアがどうしても開かない」の意味になる。

さらに、will が過去形のwould になっても同じです。大学入試にも、次のよう
な問題が頻出します。

【問題】次の英文のカッコ内に入る適語を選びなさい。
　Robert was so mad that he (　　) not speak with anyone during the game.
　1. should　　　2. would　　　3. might　　　4. ought

will と shall の本当の意味

大学入試に頻出する文法事項を
59 項目厳選しました（全 11 章）。

従来の丸暗記型英文法による定
義をまとめました。それをまず
ご確認ください。

各文法事項を効果的に使った著名人の名
言や映画の名ぜりふを紹介しました。生
きた英語のキレのよさを学びましょう。

大学入試問題の傾向を徹底的に分析し、各文法事
項が問われるセンター試験のほか、オリジナル問
題を多数ご用意しました。まず、問題を解いてい
ただき、そのあとの解説をよく読んでください。
正解を見るのは最後にしてください。

重要事項は枠で囲んでまとめま
した。ここは何度も目を通して
ください。





第１章

冠詞と名詞

　　◎　「定冠詞」の基本的用法

　　◎　「可算名詞」と冠詞の関係

　　◎　「不可算名詞」の感覚をつかむ
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■ 定冠詞に関する疑問が氷解！
まず、最初のセクションでは、「定冠詞 the の正しい使い方」を学習します。

the という、たった１つの単語に、どれだけ多くの日本人が翻弄されてきたのでしょ
うか？

しかし、ネイティブにとって the はとっても便利な単語です。だからこそ、よ
く使われるのです。まずは、従来の丸暗記型の the の説明を見てみましょう。

(-_-;)《従来の丸暗記型英文法が定義する the》

・１回目に出てきた名詞に aを付け、２回目に出てきたものには the を使う
・以下の the の用法を覚える
　① 惑星には the を用いる ② 最上級には the を用いる
　③ 楽器には the を用いる ④ the を使った慣用表現がある

中学１年の時、このように教わったと思います。ところが同じ中１のうちに、
１回目にいきなり the が来る Open the door. を習い、私は混乱してしまいました。
同じような思いをした人もいるかもしれませんが、とりあえずその時教わった説
明は、すべて忘れてください。

■ みんなで指差せれば the を使う！
the の考え方は「共通認識」です。あなたと私（その場にいる全員）で、共通に

認識できるものに the を使います。みんなで「せ～のっ」と言って同じものを指
差せる時に the を使うのです。

Yet the earth does move.（それでも、地球は動いている）ーー    Galileo Galilei

イタリアの物理・天文学者ガリレオ・ガリレイの有名な言葉にある earth には、
the が付いています（原文はイタリア語）。従来の参考書には「惑星には the を付
ける」と書いてあったりしますが、そんな意味不明なことを暗記する必要はあり

「定冠詞」の基本的用法
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ません。
theはみんなで指差せる時に使うのです。earthは共通認識できますよね。「地球」

と言えば、どれを指しているか誰にでもわかります。まちがっても「どの地球？」
なんて言う人はいません。

同じように、sun（太陽）と moon（月）にも the が付きます。「太陽はどれですか？　
せ～のっ ･･･」で、そこにいる全員が一斉に太陽を指差せるからです。だから the
が付きます。

では star（星）はどうでしょう？　必ず the が付くとは限りません。星はたくさ
んあるので a star の時もあります。もちろん、どの星を指すか共通認識できる時（た
とえば星が１つしか出ていない時）は全員で指差せるので the star になります。

■ ネイティブの感覚で the を使おう！
とにかく「共通認識できれば the を使う」と考えてください。簡単な英文で確

認してみましょう。

Open the door, please.（ドアを開けて）

たとえば部屋にドアが１つしかない時に「ドアを開けて」と言われたら、どの
ドアのことかわかりますね。共通認識できますよね。だから、いきなりtheが付いて、
the door になるのです。

Mt. Fuji is the highest mountain in Japan.（富士山は日本でいちばん高い山だ）

 「最上級には the が付く」と教わったと思います。「日本でいちばん高い山」と
言えば、当然みんなで共通に認識できます。だから、最上級には the が付くのです。

ほかにも、「クラスで 2 番目に背が高い人」や、「教室を出た最後の人」といっ
たことも、共通認識できる（つまり、１人に決まる）わけです。よって、序数（the 
fi rst, the second ..., the last）には the が付きます。

She plays the piano very well.（彼女は上手にピアノをひく）

 「楽器には the が付く」と説明されたと思います。これも共通認識で解決できま
す。

まずは、頭の中で車を思い浮かべてみてください。カラーの映像で鮮明に。さて、
何色でした？　どんな形でした？　車の色も形もみんなバラバラに想像すると思
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います。つまり、共通認識できない。car（車）には必ず the が付くとは限らない
のです。

今度は頭の中でピアノを思い浮かべてください。形はみんな同じ、色も黒です
よね。楽器は色も形も共通認識できるのです。
（※ギターは今でこそいろいろな色や形がありますが、もともとはフォークギターが主流で、

色も形も共通認識できるものでした。）

■ the の知識で、定型表現も丸暗記しなくていい！

Do you have the time?

この会話の決まり文句を知っていますか？　「今、何時ですか？」という意味で
す（What time is it? よりもていねいな聞き方です）。この文を丸暗記する必要はあ
りません。

まず、the がない Do you have time? は「時間ある？／今ヒマ？」という意味で
すよね。ところが Do you have the time? には the が付いています。the と言えば、
もちろん「共通認識」です。つまりthe timeは「あなたと私で共通に認識できる時間」
ということです。「みんなで共通に認識できる時間」⇒「（今この瞬間に）共有し
ている時間」⇒「現時刻」という意味なのです！

したがって、Do you have the time? で「現時刻（the time）を持って（have）
いますか？　持っていたら教えてください」⇒「今、何時ですか？」という意味
になるわけです。

いかがでしたでしょうか？
このように英文法は、その核心をつかむと、驚くほどシンプルで筋が通ってい

ます。核心をつかまないと、「the の５つの用法」などといったように、無味乾燥
な丸暗記を強要されてしまうわけです（そしてこの「the のさまざまな用法」は「例
外」の連発です）。

ガリレオの名言の英訳にも正しい the の使い方が確認できる、そこに英文法が
生きていると実感していただけたらうれしいです。本書では、このように、実際
に世界中の人びとに共感されている英文を使いつつ、もちろん大学受験の入試問
題も解きながら、みなさんに新感覚の英文法を体感していただきたいと思います。
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本セクションでは、「可算名詞」について解説します。名詞は大きく「可算名詞
（数えられる名詞）」と「不可算名詞（数えられない名詞）」の２つに分けられます。
ただし、同じ単語でも意味によって「可算」になったり「不可算」になったりす
ることがあります。

まずは、可算名詞とはどんなものか見ていきましょう。「数えられる名詞」と聞
くと、なんとなく簡単に思えるかもしれませんが、実はかなり奥が深く、そして
日本語の感覚ではとらえにくい、英語らしさが反映された品詞なのです。

では、早速、次の問題を解いてみてください。以下、正解と問題文の和訳は、
各項目の末尾に出します。

【問題１】次の英文のカッコ内に入る最も適切な語句を選びなさい。
　He had (　　) for dessert.  
　1. some pineapples　　　2. some pineapple　　　3. a pineapple

学校の授業で学んだ「可算名詞には a (an) が必要」というルールにしたがって、
3 を選んでしまった人はいませんか？　この場合、3 は不自然な解答なのです。

■ a pineapple と pineapple は大違い
可算名詞には、明確なルールがあります。このルールを覚えておくことで、英

語という言葉の特徴の１つがしっかりと理解できるようになります。

《ネイティブが持つ可算名詞の感覚》

冠詞（a・an・the）／所有格（myなど）／複数の -s が付く⇒【具体的なイメージ】
★ただし、これらのいずれも付かない（裸で使用）⇒【量】または【目的・習慣】
　となり「不可算名詞」の扱いになる。

 「冠詞、所有格、複数の -s」が付くと、【具体的なイメージ】が連想される、と
いうのが英語のネイティブの感覚です。たとえば、a pineapple なら、「１個のパ

「可算名詞」と冠詞の関係
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イナップル」、pineapples なら、「複数のパイナップル」が思い浮かびます。これ
がもし、a も the も、複数の -s も付かない（「裸で使用」と表現）pineapple の場合、

【量】を表わします。【量】とは、「パイナップルジュース」だったり、「（フルーツ
盛り合わせの中にある）カットされた状態のパイナップル」のことです。

では、問題をもう１度見てみます。3. a pinapple は「パイナップル丸ごと１個」、
1. some pineapples にいたっては「パイナップル複数個」を食べたことになります。
これではお腹をこわしてしまいますね。当然、正解は明確な形を示さない、カッ
トされたパイナップルを意味する 2. の some pineappleになります。

ちなみに、旅客機の客室乗務員が食事のメニューを聞く際に機内で使う、
“Chicken or fi sh?” にも a や the は付きません。あくまで「チキンや魚の一部」を
料理したものだからです。もし a chicken にしてしまうと、「（形がはっきりした）
ニワトリを丸ごと１羽」という意味になってしまいます。

《正解・和訳》 2. some pineapple
   彼はデザートにパイナップルを食べた。

■ school は「学校」とは限らない !?
さて、「裸で使用する」場合の【目的・習慣】の例も確認しておきましょう。「私

は学校へ行く」は、I go to school. と習ったはずです。でもよく考えてみると、
school は「可算名詞」で「２つの高校に合格した」とか「近所に３つ学校がある」
のように使えます。本来は「可算名詞」なのに、この場合の school には a も the も、
複数の -s も付きません。実はこれが【目的・習慣】の用法だったのです。

school を裸で使うことで「学校の目的」、つまり「勉強、授業」という意味が明
確になります。I go to school. の school は、決して「学校（の校舎）」という建物
ではなく、本来の目的を指しているのです。正確に訳せば「（昨日も、今日も、明
日も）私は勉強しに行きます」となります（「昨日も、今日も、明日も」という解釈は、

「『現在形』が持つ本当の意味」［26 ページ］で説明します）。ただし、「勉強以外の目的（部
活動など）で学校に行く場合」や「保護者が学校に行く場合」などには、a school
や the school のように冠詞が必要になります。

go to bed（寝る）も、同じ考え方です。本来 bed は「可算名詞」ですが、冠詞
が付かず、複数形にもなっていないということは、bed が「ベッド」という家具
ではなく、「ベッドの目的」、つまり「睡眠」を意味しているのです。

このように、中学生の時に暗記した熟語は「裸で使用」⇒【目的・習慣】と
いう考え方で説明がつきます。また、have breakfast[lunch/dinner] のように
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breakfast，lunch，dinner に冠詞が付かないのは、「食事」が【習慣】であるため
です。

■ 冠詞の有無に注意を払う習慣をつける
英語を習い始めた頃、「school ＝学校」と覚えましたが、school は本来「勉強」

という意味で、それに冠詞を付けて a school とすることではじめて、具体的な「学
校（の校舎）」になったと解釈することもできます。冠詞にはこうした具体性を示
す力があるのです。

では最後にセンター試験の問題で、このセクションで学んだことを再確認して
おきましょう。今まで冠詞の有無を意識してこなかった受験生には難問だったは
ずです。

【問題２】次の英文のカッコ内に入る適語を選びなさい。
　I saw he had (　　) on his shirt. It looks like he had fried eggs this morning.
　1. a few eggs　　　2. an egg　　　3. some egg　　　4. some eggs

egg を裸で使用することで、卵の【量】を表わすことができる 3. の some egg（卵

の黄身）が正解です。ほかの選択肢では、1.「２，３個の卵」、2.「１個の卵」、4.「複
数の卵」ですから、卵そのものがネクタイについている不自然きわまりない意味
になってしまい、いずれも不正解です。

《正解・和訳》 3. some egg
   彼はシャツに卵の黄身がついていた。今朝は目玉焼きを食べた
   ようだ。

身近な存在でありながら、本来の用法を教わることの少なかった名詞と冠詞の
関係が理解できましたか？　冠詞の有無で名詞の意味が大きく変わるので、日頃
から注意を払うようにしてください。

　


