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理屈ばかりの難しい英文法から卒業しよう

「英文法って難しい」
「英語は覚えることがたくさんあって大変」

そんなイメージを持っている方が多いかもしれません。はっ
きり言いましょう。それは「勘違い」です。

英語は「暗記科目」ではありません。あれこれと理屈をつけて覚
えるべきものでもありません。その証拠に、英語は子どもでも話
せるようになりますが、その時に「現在完了には『経験』『継続』

『完了』の３つの用法がある」などとは教わっていないのです。

しかし私たちは以下のように英語を教わってしまっています。

• can＝be able toで「…できる」
• will＝be going toで「…するつもり」
• 現在進行形は「…ている」
• to不定詞には名詞、形容詞、副詞の３つの用法がある
• 関係代名詞は２つの文をつなげて１つにする　etc...

こういった教え方が「間違い」とは言いません。しかし、理
屈に偏りすぎてしまっていると言えるでしょう。その結果とし
て、必要以上に難しくなり、覚えることが増えてしまい、英語
が苦手な人を増やしてしまっています。
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英語は本来「感じる」べきものです。子どもが身につけられると
いうことは、人が生まれつき持っている「感覚」で理解できるもの
なのです。大人がうまく理解できないとしたら、その感覚を無
視して、理屈にこだわりすぎてしまっているから――。

前作『頑張らない英文法』では、the などの冠詞や、英語の
骨格に当たる語順、特に暗記になりがちな前置詞などについて
解説しました。感覚での理解の仕方がつかめた読者の方々から
は、以下のような嬉しいご感想をいただくことができました。

「英語が分かるようになり、楽しくなりました」
「英語への苦手意識が和らぎました」
「もっと知りたいと意欲が湧いてきました」

その続編となる本書では、「時制」にまつわる様々な表現に
ついて解説しています。時制は、英語の理解を深めたり、表現
力をつけたりするためには必須のものです。単に「する」「し
た」というのではなく、「できる」「している」「したことがある」

「しなければならない」「するかもしれない」「ずっとしている」
etc……。中学英語で習う「基礎」ではありますが、こういっ
た表現が使えなかったら、言語は「カタコト」の味気ないもの
となってしまいます。

現在進行形、命令形、助動詞、to 不定詞、現在完了形……
こういった名前を聞くだけで、難しそうだと思ってしまうかも
しれません。しかし、繰り返しますがそれは「勘違い」です。
難しく感じるとしたら、実は「難しく考えてしまっている」だけな
のです。
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英語はそもそも、誰でも理解できるシンプルなものです。あなた
に理解できないはずがありません。ぜひ、時制という英語の大事
な基礎を、「感じる」ことによりしっかりと理解することで、
自信を持って使いこなせる英語力を身につけていただければと
思います。

2015 年 1 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西澤 ロイ
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