
シバッキーの

Ｔシャツ英語

山口学習塾のファッションリーダー、柴崎先輩がおくるオ

ススメＴシャツ集。

これで君も真夏の人気者。



am…主語が I (私は)のとき

is…主語が I , you 以外の単数のとき

are…主語が you もしくは 複数のとき

定番のI am a bird.の新作だ。去年はred（赤）が流
行ったけど、今シーズンはblue（青）で決まり！ど
んなパンツにも合わせられるから１着は持っておき
たい。価格は税込み2000円。

私は鳥です。
彼は鳥です。
彼らは鳥です。



be動詞の後ろにnotをおく!!

私はあなたの友達ではありま
せん。

彼は私の友達ではありません。

私たちは友達ではありません。

Higuイチ（ヒグイチ）氏がデザインし
た今年の新作。仲がいい友達３人で着
れば、クレアモールでだれもが振り返
るだろう。100着のみの限定品。価格
は税込み1200円。

be動詞を先頭に出す!!

あなたは私の友達ですか。
ーいいえ、違います。

彼らはインド人ですか。
ーはい、そうです。

彼は私の父ですか。
ーはい、そうです。

インドのある地域では住民の８０％が着ているとも
言われるMy father Tシャツ。今年の夏は日本でも流
行るとボクはにらんでる。モデルの息子さんの方は
ボクの友達にもよく似てるんだ。現地価格で20円。



play, do, read, speak, study, like, love, have, 
use, run, practiceなど種類は多数。動作を表すこ
とが多い。☆原則、be動詞と一緒に使わない。

私はサッカーをします。

あなたはサッカーを練習し
ます。

私たちはサッカーを愛して
います。

ゴールＴシャツの一番の売りは夏をイメージしたカ
ラーだ。夏の青空の下、このＴシャツを着ればまる
で空を飛んでいるかのような気分になれるはず。価
格は税込み3200円。これもHiguイチ氏がてがけた。

Higuイチ（ヒグイチ）
2017年フランスで開かれた有名ファッ
ションショーにて日本人初の最優秀Ｔ
シャツ賞を受賞。今、川越の新宿町で最
も勢いのあるデザイナー。好きな言葉は
That’s too bad.（お気の毒に）



一般動詞の前にdon’t ( do not )をおく。

私は蛇が好きではない。

ライオンは山口先生を食べ
ませんが、樋口先生を食べ
ます。

HIGQLO(ヒグクロ)でこの夏販売を
開始したライオンシリーズ第1弾。
ブルーとイエローがグレートにマッ
チしている。値段は1000円。

あなたは速く走りますか。
いいえ、走りません。

あなたは速く歩きますか。
はい、歩きます。

ヒGU(ヒグー)でこの夏販売を開始し
たランアンドウォーク。亀とチー
ターとおじさん達がビューティフル
にマッチしている。値段は1000円。

GU
ヒ

文の先頭にDoをつける。



主語が I , you 以外の単数のとき

⇒ 一般動詞に-s（es）をつける！！

例えば
he, she, Ken,

my brotherなど

主語がthey (彼らは)やwe(私たちは)、Waseda and 

Shibasaki(早稲田と柴崎は)など複数のときは3単現の
ｓは使わないんだぜッ！
分かッたか～い、エブリワン？
それではッ、世界の皆さん、That’s too bad!!

彼は空を見ます。

早稲田は赤いたくあんを食
べすぎます。

山口先生はエイリアンの皮
を身に着けます。

彼らは輝く何かを毎日見ま
す。

Higuイチ氏がフランスで賞を
とった伝説のＴシャツ。その
名も『集合Ｔシャツ』。あま
りの人気で今は製造を停止し
ているため、中古やオーク
ションで出るのを待つしかな
い。かなりレアのため手に入
れるにはかなりの覚悟が必要。
ちなみに僕は8万円でようや
く手に入れたぞ。

『集合Ｔシャツ』
シバッキーついに
手に入れたか…。
うらやましい…。



一般動詞の前にdoesn’t (does not)

そして一般動詞はもとにもどす。

Doesを先頭につけ、一般動詞はもとにもどす。

彼は空を飛びません。

樋口先生は空に住んでいま
せん。

空色に染まれ！In the sky Tシャ
ツ。価格は100円。

説明が適当になッてな
いかッ～イ、ベイビ
～？

ピグイチＴシャツ。100円。

おいおい、それだけカイ？もッと言うことあるん
じゃな～イ？それにピグじゃなくて、ヒグだぜィ
～、ベイビ～？

うるさい。

彼は世界をデザインしますか。はい、します。
山口先生はヒグイチが好きですか。いいえ、好
きではありません。



主語＋be動詞(is, am, are)＋～ing

「～しています。～しているところです。」

be動詞の後ろにnotをおく。

be動詞を先頭に移動。

否定文・疑問
文のルールは
be動詞のルー
ルと同じ！！

ヒグンビは今歩いています。

ヒグンビたちは走っていません。

ヒグンビたちは一緒に英語を話してい
ますか。
はい、話しています。

最後は超有名デザイナー、ヤマーロ氏デザ
インのヒグンビＴシャツ。一見ゾンビなデ
ザインな中にも夏らしいさわやかさが感じ
られる一着。価格は10000円と高価だが、そ
の価値は十分にある。HiguイチのＴシャツ
を買うくらいならこっちを買うべき！！

ヤマーロ・デ・マーロ（フランス）
Higuイチの師匠ともいわれる謎多きフラ
ンスのデザイナー。ヒグンビシリーズ
を得意とする。



意味 原形 ３単現のs 現在分詞

～を持ってい
る、～を食べ
る

have has having

(運動)をする
(楽器)を弾く
遊ぶ

play plays playing

滞在する stay stays staying

～を楽しむ enjoy enjoys enjoying

住む、生きる live lives living

～を与える、
あげる

give gives giving

来る come comes coming

泳ぐ swim swims swimming

走る run runs running

歌う sing sings singing

雨が降る rain rains raining

～を学ぶ learn learns learning

～をつくる make makes making

～をやめる stop stops stopping

座る sit sits sitting

手に入れる get gets getting

教える teach teaches teaching

～を終える finish finishes finishing

勉強する study studies studying



I you 複数

ない ある

ない ある

I, you, 

複数

I, you,
複数以
外、3人
称単数

be動詞の文
is, am, are
肯 He is a teacher.

否 He is not a teacher.
⇒be動詞の後ろにnot

疑 Is he a teacher?

⇒be動詞を先頭に

現在進行形
be動詞+～ing
肯 He is playing soccer.

否 He is not playing 

soccer.
⇒be動詞の後ろにnot

疑 Is he playing soccer?

⇒be動詞を先頭に

一般動詞の文
play, eat, studyなど
肯 I play soccer.

否 I don’t play soccer.
⇒一般動詞の前にdon’t

疑 Do you play soccer?

⇒Doを文の先頭につける

一般動詞・３単現のｓ
一般動詞にsをつける。
肯 He plays soccer.

否 He doesn’t play soccer.
⇒一般動詞の前にdoesn’tをつ
け、一般動詞はもとにもどす。

疑 Does he play soccer?

⇒Doesを文の先頭につけ、
一般動詞はもとにもどす。



I am a bird.

なかよし

my father

GOAL.Tシャツ

ライオンシ
リーズ ランアンド

ウォーク

in the sky

ヒグンビ
Tシャツ

ヒグイチ
Tシャツ

集合.Tシャツ
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