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英文の仕組みと動詞の役割

ここでは、本書のUnit1～30の各文法項目を学習する前に是非とも押さえておいていただきた
い、英文の仕組みと動詞の役割に関する基礎知識をまとめます。各Unitの中でたびたび登場する 
「文の仕組みを表す用語」のうち、特に重要なものをここで確認しておきましょう。

1 語、句と節、文

⑴ 英語の文の基本

１つの文は、言葉の最小単位である語（単語）を並べて作ります。

 He is a good singer.　「彼は上手な歌手です」

語を並べたものが、１つのまとまった意味を持つ文であることを明確にするため、文の最初の

文字は大文字で書いて、ここから文が始まることを示し、文の終わりにはピリオド（ . ）を書き

ます。疑問文の場合は、文の終わりにクエスチョン・マーク（ ? ）を書き、感嘆文の場合はエク

スクラメーション・マーク（ ! ）を書きます。

　（疑問文）　 Is he a good singer?　「彼は上手な歌手ですか」

　（感嘆文）　What a good singer he is!　「彼は何と上手な歌手なのでしょう」

文の最初の文字は
大文字にする。

文の最後には
ピリオドを書く。

語

文

good a he singer is
上手な 一人の 彼は 歌手 です

プロローグ
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⑵ 語の種類と働き

　語は、文法上の機能により、名詞、動詞、形容詞などに分類されます。この分類の総称を「品

詞」と言います。前ページの例文にあった単語を品詞で分けると、

となります。英語には上記を含め、下記の通り全部で 10種類の品詞があります。それぞれの

性質・働きを理解しておきましょう。

品詞 機能 関連Unit

1 名  詞
人や事物、物事の名を表す。日本語とは違い、「数えられる名詞」と「数
えられない名詞」の区別がある。文中では主語、目的語、補語（→ 6

から 7 ページ参照）になる。
Unit 3

2 冠  詞
a〔an〕、theを冠詞と言い、名詞の前に置いて、その名詞が不特定
のものか特定されるものかを示す。

Unit 3

3 代名詞
名詞の繰り返しを避けるため、名詞の代わりに使う語。人称代名詞
や指示代名詞などがある。

Unit 2

4 形容詞
人や物事の状態、性質、数量などを表し、名詞を修飾したり、文の
補語（→ 7 ページ参照）になったりする。

Unit 10

5 副  詞
時、場所、程度、様態などを表し、動詞、形容詞や他の副詞を修飾
したり、文全体を修飾したりする。

Unit 10

6 動  詞
名詞の状態や動作を表し、文の述語になる重要な品詞。動詞の形を
変化させることで、現在、過去などの時制を表現したり、動詞を名
詞や形容詞のように機能させることができる。

Unit 1、4～8、
18～22

7 助動詞
動詞と組み合わせて使い、話し手や書き手の意図、判断などを表現
する。

Unit 16、17

8 前置詞
名詞、代名詞の前に置いて句（→ 5 ページ参照）を作り、その句の
文中に置ける働きを示す。

Unit 13、15

9 接続詞
「語と語」「句と句」「節と節」（→句と節は 5 ページ参照）を結びつける
役割を果たす。

Unit 14、15

10 間投詞 話し手・書き手の感情を表す語。oh、ah、wellなど。 ――

代名詞 動詞 冠詞 形容詞 名詞

He is a good singer .
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⑶ 句と節

次の例文の青い字の部分を見てください。

① He teaches accounting at the college.　「彼は大学で会計学を教えています」

3つの語でできたat the college「大学で」には副詞は含まれていませんが、動詞 teaches

「教える（3人称単数形）」を修飾しています。このように、2語以上のかたまりが 1つの品詞の

ように機能し、「その中に〈主語＋動詞〉を含まないもの」を「句」と言います。

② He taught accounting at the college when he was forty.

 「彼は40歳のとき、その大学で会計学を教えていました」

at the collegeと同様に、when he was forty「（彼が）40歳の（だった）とき」は副詞のよ

うに、動詞 taught（ teachの過去形）を修飾しています。しかし、at the collegeとは違い、

he wasという〈主語＋動詞〉の形が含まれています。このように、「その中に〈主語＋動詞〉を含
むもの」を「節」と言います。

①は前置詞at、②は接続詞whenを使っていますが、句や節にはそれ以外の形もあります。

•The man talking with Mr. Hori is my boss.

 「堀さんと話している男性が私の上司です」

現在分詞（Unit 21参照）talkingに導かれた句が、形容詞のように、名詞manを修飾しています。

•We can understand what the manager said.

 「部長が言ったことを、私たちは理解できます」

主語manager、述語saidを含む節が、名詞の働きをして、understandの目的語になっ

ています。

プロローグ
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2 文の要素

英文を読み解くためには、語の知識、句や節の知識のほかに、「文の主語はどれか」、「述語動

詞はどれか」、といった、語句の、文の中での役割に関する知識が必要です。

１つの英文には「主語」「述語動詞」「目的語」「補語」と、これらを修飾して意味を加えていく「修

飾語」の、5つの要素があります。各要素の意味、役割と、どんな品詞がその要素として使える

のかをまとめます。

⑴ 主語

主語は、文中の「～は」「～が」にあたる語です。主語になるのは名詞と代名詞。そして句と節

です。

（名詞の主語） Bob has to submit this report by next Friday.

 「ボブは今度の金曜までにこの報告書を提出しなければなりません」
（代名詞の主語） He didn’t call Mr. White back.

 「彼はホワイトさんに折り返し電話をしませんでした」
（句の主語） Learning English is important for businesspeople.

 「英語を学ぶことはビジネスマンにとって重要です」
（節の主語） What the manager said is important.

 「部長が言ったことは重要です」

英文を読むときはまず、主語を探します。名詞や代名詞が主語の場合は比較的見つけやすい

のですが、句や節が主語になっている場合には、上記のように長くなることが多いので、どこ

までが主語になっているのかを素早く読み取ることが大切です。

⑵ 述語動詞

述語動詞は、主語「～は、～が」を受ける、「～だ」「～する」にあたる語です。主語を見つけたら、

次に述語動詞を探します。この部分に使われているのは言うまでもなく動詞です。上の例文の

述語動詞は、以下の青い字の部分です。

Bob has to submit this report by next Friday.

He didn’t call Mr. White back.

Learning English is important for businesspeople.

What the manager said is important.

述語動詞は 1語であるとは限りません。また、句や節が主語の場合、述語動詞を見つけるこ

とで、その直前までが主語であることがわかりやすくなります。

⑶ 目的語

上記の例文のsubmit this reportの this reportのように、動詞のあとに続き、「この報告

書を提出する」のように、動作の対象を表す語を目的語と言います。目的語になるのは名詞、
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代名詞のほか、名詞の役割を果たす動名詞や句、節なども、目的語として機能します。下記の

例文で が動詞、青い字の部分が目的語です。

（代名詞の目的語） Can I see you tomorrow at your office?

 「明日、そちらのオフィスであなたに会えますか」
（動名詞の目的語） We enjoyed playing golf yesterday.

 「私たちは昨日ゴルフをするのを楽しみました」
（句の目的語） I don’t know how to use this software.

 「私は、このソフトの使い方がわかりません」
（節の目的語） Did you hear if Kate will attend the meeting?

 「ケイトがその会議に出席するかどうか、聞きましたか」

⑷ 補語

文中の主語、目的語に対して、それが「どういったものか」「どのような状態にあるのか」といっ

た説明を加える語を補語と言います。補語になるのは名詞、代名詞、形容詞ですが、句や節が

補語になることもあります。下記の例文で が主語、青い字の部分が補語です。

（名詞の補語） The new manager is Mr. Roberts.

  「新しい部長はロバーツさんです」
（形容詞の補語） Is the restaurant still open?

 「そのレストランはまだ開いていますか」

目的語に対して説明を加えるというのは、次のような場合を指します。makeの目的語であ

るusに対し、どのような状態であったかを説明しています。

His sudden transfer made us sad. 「彼の突然の転勤は私たちを悲しませました」

⑸ 修飾語

これまで見てきた「主語」「述語動詞」「目的語」「補語」以外の語句で、それぞれに対して説明を

したり意味を追加する役目を果たしたりするのが修飾語です。修飾語の特徴は、それを文から
削除しても、文が成り立つことです。

The company will probably launch a new line of office desks by 

the end of this month. 

 「その会社は今月末までに、事務用デスクの新シリーズをおそらく発売するだろう」

probably「おそらく」とby the end of this month「今月末までに」は動詞 launch「発売す

る」を、of office desks「事務用デスクの」は名詞 line「シリーズ」を修飾しています。これら

の修飾語を省くと、

The company will launch a new line. 「その会社は新シリーズを発売するだろう」 

となり、文としては成立し、文の重要な部分が浮かび上がってきます。文の意味を素早く理解

するために、修飾語とそうでない部分を素早く見抜けるようになりましょう。

プロローグ
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2で学んだ文の要素のうち、主語、述語動詞、目的語、補語などの語順のパターンを示し
たものが文型です。この基本の語順を知っておくことも、英文読解のスピードアップに大変

効果があります。文型の説明では、主語はS（Subject）、述語動詞はV（Verb）、目的語はO

（Object）、補語はC（Complement）で表します。そして、どの文型でも、英語では主語の

すぐ後に述語動詞が来ていることに注目しましょう。

⑴ 第1文型＝SV

Our shop opens at ten from Monday to Friday.
                S              V 「当店は月曜から金曜は10時にオープンします」

主語と動詞だけでできた文です。at以下はopensを修飾しています。また、この文型で使

われる動詞を「自動詞」と言い、動作の対象となる目的語を必要としません。

⑵ 第2文型＝SVC 

His lecture was informative.  「彼の講義は有益でした」
                S               V              C

informativeは主語を説明する補語になっています。そしてこの文型で使う動詞も自動詞です。

⑶ 第3文型＝SVO 

We acquired the trading company. 「私たちはその商社を買収しました」
      S              V                                O

The trading companyは、動詞acquire「～を買収する」の目的語になっています。目的

語を後に続ける動詞を「他動詞」と言います。

⑷ 第4文型＝SVOO 

Our boss often gives us new information about the market.
             S                              V       O                   O

 「上司はよく、市場についての新しい情報を私たちに与えます」

usとnew informationはどちらもgiveの目的語になっており、〈動詞＋人＋物〉の順に語が

並んでいます。これが第4文型です。

⑸ 第5文型＝SVOC 

You must keep your workplace clean.
       S                 V                             O                     C

 「あなたたちは、職場をきれいにしておかなければなりません」

your workplaceはkeepの目的語、cleanはworkplaceをどのような状態にするかを説

明する補語です。〈動詞＋目的語＋補語〉の順に語句が並ぶ文を第5文型と言います。

3 英語の５文型
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英語では主語の次に動詞がくるというルールがあります。動詞には、⑴主に状態を表し「主語は～で
す」という文を作る「be動詞」と、⑵主に動作を表し「主語は～します」という文を作る「一般動詞」が
あります。

1  be動詞「主語は～です」
主語の状態や所在を示すbe動詞は、主語によりam / are / isのいずれかに変化します。

《be動詞の活用》
人称 主語を表すもの 主語 be動詞

1人称
私 I am

私たち we are

2人称 あなた・あなたたち you are

3人称単数

彼（男性1人） he is

彼女（女性1人） she is

それ it is

3人称複数 彼ら、彼女ら、それら they are

be動詞を使った文を確認しましょう。

状態「主語は～です」

私たちは幸せです。 

We are happy.

あなたは客室乗務員です。

You are a flight attendant.

所在「主語は～にいます［あります］」

彼は家にいます。

He is at home.

Unit 1　 be動詞・一般動詞
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① 私たちは幸せです。
 We (　　　　　　 ) happy.

② 彼はお皿を洗いません。
 He (　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ) dishes.

人称について

1人称は自分または自分を含む人たち： I, we
2人称は相手または相手を含む人たち： you(単数・複数とも )

3人称はそれ以外のすべての人・物・事柄：
 he, she, it, theyなどの代名詞とすべての名詞
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ポイント 1 　否定文を作るときには、be 動詞の後ろにnot を付けます。

あなたは客室乗務員ではありません。 → You are not a flight attendant.

彼は家にいません。 → He is not at home.

ポイント 2 　疑問文を作るときには、be 動詞を主語の前に移動させます。
あなたは客室乗務員ですか。 → Are you a flight attendant?

彼は家にいますか。 → Is he at home?

例題の答え  ① are　　② does not [doesn’t] wash

2  一般動詞「主語は～します」
主に主語の動作を示す一般動詞には、後ろに目的語がない「主語が～する」タイプ（自動詞）と、後
ろに目的語がきて「主語が…を～する」タイプ（他動詞）があります。
動作の主体が3人称単数で現在のことを表すときは、動詞の後ろに-s (-es)を付けます。

一般動詞を使った文を確認しましょう。

主語が I の場合 主語が3人称単数の場合

自動詞 I work.「私は働く」 He works.「彼は働く」

他動詞 I wash dishes.「私はお皿を洗う」 He washes dishes.「彼はお皿を洗う」

ポイント 1 　３人称単数の語尾変化

基本はsを付ける -s
work → works,  eat → eats
wear → wears,  like → likes

ch, sh, s, xで
終わる場合

-es 
watch → watches, wash →washes 
pass  →  passes,  relax → relaxes

〈子音＋y〉で終わる場合 yを iに変えて-es study → studies, fly → flies

不規則動詞 do → does, have → has,  go → goes

ポイント 2 　 否定文を作るときには、主語と動詞の間にdo（３人称単数の場合はdoes）とnot
を置きます。この場合、主語が３人称単数でも、後に続く動詞は活用しない形（原
形）になります。

私は働きません。 → I do not work. 

彼はお皿を洗いません。 → He does not wash dishes. 

ポイント 3 　 疑問文を作るときには、主語の前にdo（３人称単数の場合はdoes）を置き、〈Do 
(Does) ＋主語＋動詞の原形〉とします。

私は働きますか。 → Do I work?

彼はお皿を洗いますか。 → Does he wash dishes?

U
n
it 1

 

be
動
詞
・
一
般
動
詞
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練習問題  

① その都市は大きいです。
 The city (　　　　　　 ) big.

  (A) am (B) are (C) is (D) be

② 彼らは毎日、そのカフェに集まります。
 They (　　　　　　 ) at the café every day.

  (A) gathers (B) gather (C) gathering (D) gathered

③ 機械についてのその本には、写真がたくさん載っています（持っています）。
 The book about machines (　　　　　　 ) a lot of photos. 

  (A) is having (B) are having (C) have (D) has 

④ みんな、その音楽が好きです。
 Everyone (　　　　　　 ) the music.

  (A) is (B) don’t like (C) like (D) likes

発展問題  

⑤ Tokyo (　　　　　　 ) one of the biggest cities in the world.

  (A) is (B) are (C) am (D) be

⑥ Some employees at Rainbow Printing (　　　　　　 ) for the weekly meeting 
  every Monday morning. 

  (A) gather (B) gathers (C) gathering (D) gathered

⑦ The instruction manual for these computers (　　　　　　 ) a lot of pictures.  

  (A) have (B) has (C) are having (D) is having

⑧ No one in the waiting room (　　　　　　 ) the background music.

  (A) is (B) don’t like (C) likes (D) like

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。

TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。
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正解と解説

① (C)  The city「その都市」は3人称単数なので、呼応するbe動詞の形は (C)。

② (B)  習慣的に行われる動作は現在形で表します。They「彼ら」は 3人称複数なので、呼応する
動詞の形は原形の (B)。

③ (D)  主語はmachines「機械」ではなくThe book「その本」。The bookは 3人称単数なので
(D)が正解。動詞haveは「持っている」という状態を表す場合、進行形にしません。「食
べる」という動作を表す場合には進行形で使うことができます。

④ (D)  Everyoneは単数扱いなので注意しましょう。呼応する動詞の形は (D)。

練習問題

⑤ (A) 東京は、世界で最も大きな都市の1つです。
  都市名は3人称単数。呼応するbe動詞は (A)の isになります。

⑥ (A)  Rainbow Printingの何人かの従業員は、毎週月曜日の朝、週１回行われる会議のため
に集まります。

   主語はSome employeesで、3人称複数。また、weekly meeting every Monday 
morningの部分から、習慣的に行われている動作を示す現在形を選びます。よって正解
は (A)。employee「従業員」、weekly「週１回の」。

⑦ (B) これらのコンピュータの取扱説明書にはたくさんの絵が載っています。
   主語はcomputersではなくThe instruction manualで、3人称単数。③と同様

に、この意味でのhaveは進行形にはしないので、現在形 (B)を選びます。instruction 
manual「取扱説明書」。

⑧ (C) 待合室にいるだれも、そのBGMを好きではありません。
   No one は 3人称単数扱いなので (B)と (D)は不適切。主語が 3人称単数のときの否定文

の形になる (C)が正解。waiting room「待合室」。

発展問題

U
n
it 1

 

be
動
詞
・
一
般
動
詞
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動作が「今まさに起こっている、起こりそうである」という状態を表すには、現在進行形を使います。
現在形と、どのように違うのでしょうか。現在形は「習慣的に、常に、頻繁にそうなる」という意味を
表します。

1  現在進行形：「（今）～しています（～しているところです）」 
〈主語＋be動詞（現在形）＋動詞の ing形〉

I drink beer. → 「私はビールを飲みます」

この文は現在形で、「ビールを飲むことが習慣的で、か
つ頻繁に行われる動作である」ということを説明する
文です。否定形にすると、

I do not drink beer. → 「（体質や信条などの理由
があり）私はビールを飲みません」

この文は、「ビールを飲むことは習慣ではない」という
ことを説明しています。これに対して、

I am drinking beer. → 「私は（今）、ビールを飲ん
でいます（いるところです）」

これは現在進行形の文で「今、ビールを飲んでいるという状態」を表している文です。否定形にす
ると、

I am not drinking beer. → 「 （今この瞬間は）私はビールを飲んでいるところではありません」

この文は、「今、ビールを飲んでいるという状態ではない」ことを表している文です。

現在形 現在進行形

「私は働きます」
 I work. 

「私は（今）働いています（いるところです）」
 I am working.

「彼はお皿を洗います」
 He washes dishes.

「彼は（今）お皿を洗っています（いるところです）」
 He is washing dishes.

Unit 4　 動詞の時制： 進行形
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① 彼はお皿を洗っています（いるところです）。
 He (　　　　　　　　　　　 ) dishes. 

② 私は働いているところでした。
 I (　　　　　　　　　　　 )

.
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2  過去進行形：「（そのとき）～していました」 
〈主語＋be動詞（過去形）＋動詞の ing形〉

過去のある時点で動作が進行中であったということを表すには〈主語＋be動詞（過去形）＋動詞の
ing形〉を使います。

過去形 過去進行形

「私は働きました」
 I worked.

「私は（そのとき）働いていました（いるところでした）」
 I was working.

「彼はお皿を洗いました」
 He washed dishes.

「彼は（そのとき）お皿を洗っていました（いるところでした）」
 He was washing dishes.

≪一般動詞の ing形≫

基本 -ing

work → working, study → studying
talk → talking, fix → fixing
sleep → sleeping, rain → raining
answer → answering, visit → visiting

〈子音＋e〉で終わる eをとって-ing
live → living, have → having
write → writing, make → making

語尾が ieで終わる ieをyに変えて-ing lie → lying, die → dying

〈母音＋子音〉で終わる 子音を重ねて-ing stop → stopping, cut → cutting

「状態」を表す動詞 進行形は作れない like →×liking,  know →×knowing

ポイント 1 　 否定文を作るときには、be動詞の後ろにnotを付け〈主語＋be動詞＋not＋動詞
の ing形〉とします。

私は働いているところではありません。 → I am not working. 

彼はお皿を洗っているところではありません。 → He is not washing dishes.

ポイント 2 　 疑問文を作るときには、be動詞を文頭に移動させ〈be動詞＋主語＋動詞の ing形〉
とします。

私は働いていますか。 → Am I working?

彼はお皿を洗っていますか。 → Is he washing dishes?

例題の答え  ① is washing　　② was working
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練習問題  

① 彼らは今、レストランで食事しています。
 They (　　　　　　 ) at a restaurant now.

  (A) are eating (B) is having (C) meeting (D) does eat 

② 男性はそのとき、アナウンスをしていました。
 The man (　　　　　　 ) an announcement at that time.

  (A) are making (B) have make (C) was making (D) make

③ 今、外は雨が降っていますか。
 Is it (　　　　　　 ) outside now?

  (A) rained (B) is raining (C) rain (D) raining

④ 彼らはそのとき、東京に滞在していました。
 They (　　　　　　 ) in Tokyo then.

  (A) is staying (B) are staying (C) was staying (D) were staying

発展問題  

⑤ The members of the project team (　　　　　　 ) tonight at the Canal Ristorante to  
 celebrate the success of the sales promotion.  

  (A) is eating  (B) are drinking wine  (C) is meeting (D) are finding 

⑥ Mr. Swaski (　　　　　　 ) an announcement about the next business competition  
 when Ms. Beckenham called him. 

  (A) is making (B) was making (C) makes (D) make

⑦ It’s very cold. Is it (　　　　　　 ) outside now?

  (A) snowed (B) is snowing (C) snow (D) snowing

⑧ Dr. Askari and his assistant (　　　　　　 ) Paris for the test research of their  
 company’s new fabric when I saw them.

  (A) is visiting (B) are visiting (C) was visiting (D) were visiting

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。

TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。
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正解と解説
練習問題

発展問題

① (A) now「今」という語がヒント。今まさに行われている動作を表すには現在進行形。選択肢の
うち3人称複数を主語に取れるものは (A)のみ。

② (C) at that time「そのとき」という語句がヒント。The man（3人称単数）が主語で適切な動詞
は (C)以外にありません。過去のある時点で進行中の行動を表す過去進行形が正解。

③ (D) 「雨が降る」の意味の動詞はrain。問題文は疑問文で、すでに Isというbe動詞があります。
＜be動詞＋主語＋動詞の ing形＞の現在進行形の疑問文と捉え、動詞の ing形の (D)を選
びます。

  ＊天気の情報については、主語に itを使います。

④ (D) then「そのとき」という語がヒント。現在進行形ではなく、過去進行形が適切。主語They 
は3人称複数なので (D)が正解。

⑤ (B) プロジェクトチームのメンバーは、今夜、Canal Ristoranteで、販売促進の成功を祝っ
てワインを飲んでいます。

  選択肢はすべて現在進行形ですが、(A)と (C)の isは3人称単数形の主語を取るので不可。(D) 
are finding 「探しています」は何を探すのか文の意味がつながらないので、(B)が正解。

⑥ (B) Beckenhamさんが電話をかけてきたとき、Swaskiさんは次の事業コンペに関しての発
表をしていました。

  設問は、Beckenhamさんが電話をかけてきたという過去のある時点で、Swaskiさん
が行っていた行動についての説明文です。よって過去進行形である (B)が正解。business 
competition 「事業コンペ」（competition は「競争、競技会」の意味）。

⑦ (D) とても寒いです。今、外は雪が降っているのですか。
  選択肢はすべて動詞snow「雪が降る」の活用形。空所の前に Is itとあり、設問文は現在進

行形の疑問文の形。動詞の ing形のみから成る (D)を選びます。

⑧ (D) 私がAskari博士と助手に会ったとき、彼らは会社の新しい布の試験研究のためにパリを訪
れていました。

  選択肢はすべて進行形。現在か過去か、また主語は単数か複数か、が選択基準です。主語
は博士と助手の 2人なので、3人称複数。また、「私が会ったとき」という過去のある時点で
起こっていた動作と捉えます。正解は (D)。fabric 「生地」。
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過去に起こったことを表すには、動詞の過去形を使います。一般動詞の過去形は動詞の語尾を変化さ
せます。be動詞と一般動詞に分け、活用と使い方を確認しましょう。

1  be 動詞の過去形
それぞれの主語に合わせ、be動詞は次のように変化します。

≪be動詞の活用≫
主語を表すもの be動詞（現在形） be動詞（過去形）

1人称単数 I am was

1人称複数
2人称単数、2人称複数
3人称複数

we 
you
they

are were

3人称単数 he / she / it is was

現在形のbe動詞を変化させて、過去を表す文を確認しましょう。

現在形 過去形

「あなたは客室乗務員です」
 You are a flight attendant. 

「あなたは客室乗務員でした」
 You were a flight attendant.

「彼は家にいます」
 He is at home. 

「彼は家にいました」
 He was at home.

ポイント 1 　 否定文を作るときには、be動詞を過去形にし、後ろにnotを付けます。

あなたは客室乗務員ではありませんでした。 → You were not a flight attendant. 

彼は家にいませんでした。 → He was not at home. 

ポイント 2 　疑問文を作るときには、be動詞を過去形にし、主語の前に移動させます。
あなたは客室乗務員でしたか。 → Were you a flight attendant?

彼は家にいましたか。 → Was he at home?

Unit 5　 動詞の時制： 過去形
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① 彼は家にいました。
 He (　　　　　　 ) at home.

② 私は働きませんでした。
 I (　　　　　　　　　　　 ) work. 

2
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2  一般動詞の過去形　＊動詞活用表一覧p.154-155を参照

⑴ 一般動詞の過去活用　（規則動詞）
動作の主体（主語）が単数か複数かにかかわらず、語尾に-ed が付く活用をする動詞を規則動詞と
言います。

≪規則動詞の過去形≫

基本 -edを付ける
work→worked, look→ looked
renew→ renewed, join→ joined

語尾が-eの語 -dを付ける like→ liked, live→ lived
〈子音字＋ｙ〉で
終わる語

yを iに変えて-edを付ける study→studied, hurry →hurried

〈母音＋子音字〉で
終わる語

子音字を重ねて-edを付ける stop→stopped, skip→skipped

⑵ 一般動詞の過去活用　（不規則動詞）
過去形が、-edの形を取らない動詞を不規則動詞と言いますが、変化に一定のパターンが見られ
るものもあります。

現在形と過去形が同じ形 cut「切る」→ cut,  put「置く」→ put

その他

come「来る」→ came,  become「～になる」→ became 
run「走る」→ ran
get「得る」→ got,  stand「立つ」→ stood
go「行く」→ went,  have「持つ」→ had 
eat「食べる」→ ate,  make「作る」→ made
send「送る」→ sent,  know「知る」→ knew
buy「買う」→ bought,  think「考える」→ thought

ポイント 1 　 否定文を作るときには、主語と動詞の間にdid notを置きます。

現在形 過去形
「私は働きません」

 I do not work.
「私は働きませんでした」

 I did not work.
「彼はお皿を洗いません」

 He does not wash dishes. 
「彼はお皿を洗いませんでした」

 He did not wash dishes.

ポイント 2 　 疑問文を作るときには、主語の前にdidを付け〈Did＋主語＋動詞の原形〉としま
す。

現在形 過去形
「私は働きますか」

 Do I work?
「私は働きましたか」

 Did I work?
「彼はお皿を洗いますか」

 Does he wash dishes? 
「彼はお皿を洗いましたか」

 Did he wash dishes?

例題の答え  ① was　　② did not ［didn’t］
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練習問題  

① その男性は先月、組合員になりました。
 The man (　　　　　　 ) a union member last month. 

  (A) be (B) is (C) were (D) became 

② 私はそのときトイレにいました。
 I (　　　　　　 ) in the bathroom then.

  (A) am (B) is (C) was (D) are

③ そのブランドはとても人気があったのですが、店を閉じました。
 The brand (　　　　　　 ) very popular, but they closed their shops. 

  (A) are (B) do (C) was (D) were

④ 彼らは昨夜イベントに参加しました。
 They (　　　　　　 ) the event last night. 

  (A) joined (B) joining (C) join (D) to join

発展問題  

⑤  Director Borgman (　　　　　　 ) a member of the board two months ago.

  (A) be (B) becomes (C) become (D) became

⑥  I am sorry for calling back so late. I (　　　　　　 ) in the basement and my phone 
 doesn’t work there. 

  (A) is (B) was (C) are (D) were

⑦ Cali Latta Clothing (　　　　　　 ) popular in Spain, but they closed their shops 
 last year due to a decline in sales.  

  (A) are (B) did  (C) were (D) was 

⑧  A lot of fans (　　　　　　 ) last night’s commemoration for the opera singer, 
 Mikhail Bocherri. 

  (A) to join (B) joining (C) join (D) joined

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。

TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。
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正解と解説

⑤ (D) 2ヵ月前、Borgman理事は取締役会のメンバーになりました。
  「2ヵ月前」と過去を示す言葉があるので、過去を表す動詞を選びます。become「～になる」

の過去形 (D) becameが正解。director「重役、理事」。

⑥ (B) 折り返すのが遅れてごめんなさい。地下にいたのですが、そこでは電話が使えないんです。
  選択肢はbe動詞の変化形。主語が1人称 I「私は」であることから (B)が正解。call back「（電

話を）折り返す」、basement 「地下」。

⑦ (D) Cali Latta Clothingはスペインで人気がありましたが、売り上げの減少のため昨年店を
閉じました。

  「昨年店を閉じた」とあることから、店が人気だったのは過去のことと推測。popularの前
に来る動詞はbe動詞。主語の洋服店は3人称単数なので (D)が正解。due to 「～のために」、
a decline in sales「売り上げの減少」。

⑧ (D) 昨夜のオペラ歌手Mikhail Bocherriの追悼式には多くのファンが参加しました。
  追悼式が開かれたのが last night「昨夜」なので、joinの過去形 (D) joinedが正解。

練習問題

発展問題

① (D) last month「先月」と過去を示すキーワードがあります。選択肢のうち、過去形は2つ。be
動詞は人称によって呼応する形をとりますので (C)は不正解。become「～になる」の過去
形 (D) becameが正解。

② (C) then「そのとき」という過去を表すキーワードがあるので、トイレにいたのは過去のことと
判断します。(C) wasが正解。場所の前に前置詞を置き、「（場所）にいた」という情報を作り
ます。

③ (C) カンマの前の文は the brandが主語、popularが形容詞の補語になり、2つをつなぐのは
be動詞です。3人称単数に呼応するbe動詞の過去形は (C) was。

④ (A) last night「昨夜」という過去を表すキーワードがあるので、動詞 join「参加する」の過去形 (A) 
joinedが正解。一般動詞の過去形は人称には関係なく1つ。
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過去形が過去のある時点で起こったことを伝える文を作るのに対し、「過去に起こったことが現在どう
なっているか、また現在とどのようにつながっているか」を伝える文を作るのが現在完了形です。

1  現在完了形：〈have / has＋過去分詞〉　用法は３つあります。
現在完了形は、〈have / has＋過去分詞〉で表します。現在完了形には、⑴「ずっと～している」継
続用法、⑵「～したことがある」経験用法、⑶「～したところである」完了・結果用法の3つの使い
方があります。
それぞれの用法で、使われることの多い補足情報のための語句があります。必ず一緒に使われる、
というわけではありませんが、文の意味を理解するヒントになります。確認しておきましょう。

ポイント 1 　 【継続】（ずっと）～です：〈期間を表す表現〉とよく一緒に使われます。

あなたは過去5年間ずっと客室乗務員です。
→ You have been a flight attendant for five years. 〈for＋期間〉
 You have been a flight attendant over the past five years. 〈over the past＋期間〉
 You have been a flight attendant since five years ago. 〈since＋過去のある時点〉
継続用法ではbe動詞、一部の一般動詞（keep, live, stay, work など）が使われます。

ポイント 2 　【経験】～したことがあります：〈頻度を表す表現〉とよく一緒に使われます。
私は何度かセブに行ったことがあります。
→ I have been to Cebu several times. 

 〈回数を表す表現＋ times〉
私はセブに3回、行ったことがあります。
→ I have been to Cebu three times. 

 〈数字＋ times〉
recently、lately（最近）は完了形とともに使
われることが多いですが、recentlyは過去形
と、latelyは現在形と組み合わせることもあ
ります。

Unit 6　 動詞の時制： 完了形 ⑴
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① あなたは5年間ずっと客室乗務員です。
 You (　　　　　　　　　　　 ) a flight attendant for five years.

② 私は何度かセブに行ったことがあります。
 I (　　　　　　　　　　　 ) to Cebu several times. 

2
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2  現在完了形： 否定文と疑問文

　　 否定文をつくるときは、〈主語＋have / has not＋過去分詞〉とします。
彼はお皿を洗い終えていません。→ He has not finished washing the dishes. 

彼はまだお皿を洗っていません。→ He has not washed the dishes yet. 　
＊not ～ yetで「まだ～ない」の意味。強く否定するには、notの代わりにneverが使われます。〈have / has never ＋過
去分詞〉で、「決して～ない」「これまで一度も～ない」という意味になります。

ポイント 2 　 疑問文をつくるときは、have / hasを文頭に移動して〈Have / Has＋主語＋過
去分詞〉とします。

彼はお皿を洗いましたか。 → Has he washed the dishes?　　

疑問詞と結びついて、より深い情報を尋ねることもできます。〈疑問詞＋have / has＋ 主語＋過去
分詞〉とします。

何回セブを訪れたことがあるのですか。―― 数回です。
 → How many times have you visited Cebu?  ―― Several times. 

ポイント 1

例題の答え  ① have been　　② have been

ポイント 3 　【完了】～したところです： just「ちょうど」とよく一緒に使われます。
 【結果】～してしまいました： already「すでに」、yet「もう、まだ」とよく一緒に

使われます。

彼はちょうどお皿を洗い終えたところです。【完了】
→ He has just finished washing the dishes. 

彼はすでにお皿を洗ってしまいました。【結果】
→ He has already washed the dishes. 

ポイント 4 　完了形と副詞の注意点
 明らかに過去であることを示す語句があるときは、完了形は使えません。

× I have finished the book yesterday.

○ I finished the book yesterday.

 「昨日その本を読み終えました」
現在完了形は、過去の出来事と現在の状況の関係を表すので、yesterdayのような（現在と切り離
された）過去の時点を表す語句と一緒には使えないことになります。
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練習問題  

① 彼は2010年からずっとその会社で働いています。
 He (　　　　　　 ) for the company since 2010.

  (A) worked (B) have worked (C) has worked (D) works

② 彼らは最近セブを訪れました。
 They (　　　　　　 ) Cebu recently. 

  (A) will visit (B) visit (C) has visited (D) have visited

③ その会社は事業を広げたことは今まで一度もありません。
 The company (　　　　　　 ) expanded its business. 

  (A) not (B) has never (C) have (D) have not 

④ その美術館は展覧会を終えたところです。
 The museum (　　　　　　 ) hosting the exhibition. 

  (A) has finished (B) has (C) has never (D) have finished 

発展問題  

⑤ The mechanic, Mr. Wisesky (　　　　　　 ) for All Japan Airways since 1998.

  (A) has worked (B) works (C) worked (D) will work

⑥ All the staff members at personnel department (　　　　　　 ) Cebu recently as a
 part of the training process. 

  (A) has visited (B) visit (C) have visited (D) will visit

⑦ Even though demand is growing, World Comm Inc. (　　　　　　 ) expanded its 
 business to Europe to this day. 

  (A) not (B) have not (C) have (D) has never 

⑧ The museum (　　　　　　 ) hosting the exhibition that features the use of 
 technology in modern art. 

  (A) has never (B) has not     (C) has just finished     (D) have just finished 

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。

TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。
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正解と解説
練習問題

発展問題
⑤  (A) 整備士のWiseskyさんは、1998年からずっとAll Japan Airwaysで働いています。 

「過去のある時点からずっと」を示すsince があるので、完了形の (A) has worked が正解
【継続】。

⑥ (C) 人事部の全職員が研修過程の一部として最近セブを訪れました。
recentlyは現在完了形または過去形とともに使用します。選択肢のうち、「最近」に呼応す
る動詞は (A)と (C)。主語はall the staff members と複数になっているので、正解は (C) 
have visited 【経験】。personnel 「人事」。

⑦ (D) 需要は高まっているのですが、World Comm Inc.がヨーロッパにまで事業を広げたこと
はこれまで一度もありません。
会社名＝単数主語に対応する (D) has neverが正解 【経験】。even though 「～であっても」
という部分も、空所に否定の語が入ることを予想させるヒントになります。

⑧ (C) その美術館は、現代アートにおける技術使用に関する展覧会の運営を終えたところです。
選択肢のうち、(A) has neverと (B) has notの場合、空所の後ろはhostedと過去分詞が
続くはず。(C) has just finished 「ちょうど終えたところ」が正解 【完了】。

① (C) since 「～からずっと」があるので、過去形 (A) worked、現在形 (D) worksは適切では
ありません。主語Heは 3人称単数なので (B) have workedは誤り。正解は (C) has 
worked 【継続】。

② (D) recently があるので現在完了形または過去のことを述べる選択肢を探します。3人称複数
と呼応するのは (D) have visited 【経験】。　

③  (B) 3人称単数The companyに対応するのは (B) has never「今まで一度も～ない」のみ。正
解は (B) has never 【経験】。 

④ (A) 空所の直後は過去分詞ではないので、(B) hasと (C) has neverは使えません。(A) has 
finished 「終えたところ」が正解 【完了】。
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完了形のさまざまな使われ方を詳しく見ていきましょう。

1  過去完了形
過去のある時点よりもさらに前に起こったことを表すときには、過去完了形〈主語＋had＋過去分
詞〉を使います。これを、時の流れの図の中で捉えておきましょう。

I sold the machine which I had bought . 

  sell（売る）の過去形   　   buy（買う）の過去分詞
 ↓　　　　　　　　　　　

 ≪had＋過去分詞≫

「私は買った機械を売った」  I sold the machine which I had bought .
　私は機械を 買った 、そしてその機械を 売った。
　→「買った」のは「売った」ときより前
 I bought the machine. I sold the machine

 「機械を買った」 「機械を売った」

過去のある時点より前の過去    　　　　　　過去                 　　現在
 （大過去）

Unit 7　 動詞の時制： 完了形 ⑵
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① 私は買った機械を売りました。
 I sold the machine which I (　　　　　　　　　　　 ). 

② Sirwoodさんはその機械を買ったに違いありません。
 Mr. Sirwood must (　　　　　　　　　　　 ) the machine. 

2
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2  現在完了進行形：〈主語＋have / has been＋動詞の ing形〉

現在完了形の継続用法のうち、意味自体に継続性が含まれる一般動詞（study, rain, sell, live,  
workなど）で、「ずっと今も、～し続けています」という動作の継続を表す形です。
〈主語＋have / has been＋動詞の ing形〉を使います。

「私はこの機械を過去2年間ずっと売り続けています」
→ I have been selling this machine for the last two years. 

 「意志を持ってし続けている」というニュアンスが表に出ます。

3  助動詞＋完了形：〈主語＋助動詞＋have＋過去分詞〉 ＊助動詞はUnit 16, 17参照

助動詞を前に伴う完了形は、過去に対する推量、仮定など、「過去からつながっている現在の動作
への推量」、あるいは「過去の動作への気持ち」を表します。
助動詞の後の完了形はいつも〈have＋過去分詞〉。主語が 3人称単数であってもhasではなく
haveです。

〈cannot have＋過去分詞〉　「～したはずがない」
　「道を間違えたはずがありません」
　→ I cannot have gone the wrong way.

〈may have＋過去分詞〉　「～したかもしれない」
　「道を間違えたかもしれません」
  → I may have gone the wrong way.

〈must have＋過去分詞〉 　「～したに違いない」
　「道を間違えたに違いありません」   
→ I must have gone the wrong way.

〈should have＋過去分詞〉　「～すべきだったのに（しなかった）」
　「地図を見ておくべきだったのに」
→ I should have checked the map. 

助動詞のそれぞれの意味は助動詞のUnitで確認しましょう。

ポイント 1 　現在完了形の継続用法と現在完了進行形の比較

I have known Bob since 2008.

 「私はボブを2008年から知っています」

この文を、現在完了進行形を使って、I have been knowing ...とは表すことができません。
なぜなら、knowは状態動詞であり、そもそも I am knowing ...という進行形の形をとれないから
です。

I have been writing a report since this morning.

 「私は今朝からずっとレポートを書き続けています」

writeは状態動詞ではなく、動作を表す動詞です。 I am writing ...と進行形にすることができるの
で、現在完了進行形にすることもできます。

例題の答え  ① had bought　　② have bought
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練習問題  

① 彼がターミナルに着いたとき、バスは出発していました。
 When he arrived at the terminal, the bus (　　　　　　 ) there.

  (A) leave (B) leaves (C) left (D) had left

② Tanaka家は1世紀以上にわたってその会社を経営しています。　　
 The Tanaka family (　　　　　　 ) the company for over a century. 

  (A) running     (B) has been running    (C) has running     (D) ran 

③ 彼はその看板に気付いたに違いありません。
 He must (　　　　　　 ) the sign. 

  (A) noticed (B) not noticed (C) has noticed (D) have noticed

④ 私はそれをすべきでした。（実際にはしなかった）
 I (　　　　　　 ) that.

  (A) should had do     (B) should have done      (C) should do  
  (D) should have do

発展問題  

⑤ When Mr. Owen arrived at the terminal, the overnight bus to Hong Kong 
 (　　　　　　 ). 

  (A) leaving (B) leave (C) leaves (D) had already left 

⑥ Dine Sleep Good, the casual B&B hotel chain, (　　　　　　 ) in business in 
 Northern Europe for over a century. 

  (A) has (B) is      (C) has been (D) have been 

⑦ The driver (　　　　　　 ) the warning sign about the road work on the route  
 ahead. 

  (A) have must noticed      (B) must have noticed (C) noticed must have 
  (D) must noticed have

⑧ The CEO should (　　　　　　 ) before the strike. 

  (A) resigned     (B) has resigned (C) have resigned     (D) has resining

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。

TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。
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正解と解説
練習問題

発展問題
⑤ (D) Owenさんがターミナルに着いたとき、夜行バスはすでに香港に向けて出発していました。

カンマの前の文の動詞がarrivedと過去形になっているので、(A)、 (B)、 (C)は不適切。(D) 
had already leftが正解。

⑥ (C) 気取らない朝食付き簡易ホテルチェーンDine Sleep Good社は、北ヨーロッパで 1世紀
以上にわたって事業を行っています。
for over a century「世紀を超えてずっと」をヒントに、「～の間ずっと…である」を示す現
在完了形の (C) has been を選びます。be in business「事業を行う」。

⑦ (B) 運転手は、その道の先にある工事に関する警告看板に気付いたに違いありません。
〈助動詞＋現在完了形〉の正しい並びを選ぶ問題。(B) must have noticedが正解。参考ま
でに、否定が入る場合には〈must not have＋過去分詞〉になります。 ahead 「前方に
（へ）」。

⑧ (C) 最高経営責任者はストライキの前に辞職すべきでした。　　
助動詞should 「～すべき」の後に、完了形を正しい形で続けた (C) have resignedが正解。
resign「辞職する」。 CEO＝Chief Executive Officer「最高経営責任者」。

① (D) カンマの前の文の動詞がarrived と過去形になっているので現在形 (B) leavesは不適切。
過去形 (C) leftは彼の到着とバスの出発が同時だったことになってしまい不自然。過去のあ
る時点よりも前の過去を表す (D) had leftが正解。

② (B) 〈for＋期間〉「～の間ずっと」とあるので現在完了（進行）形を選びます。現在完了進行形 (B) 
has been runningが正解。run the company「会社を経営する」。

③ (D) 助動詞mustの後に続ける完了形は常に〈have＋過去分詞〉というルールに従えば、have 
noticedの (D)しかありません。

④ (B) やるべきだったのにしなかった過去への後悔は、〈助動詞should＋完了形〉で表します。(B) 
should have doneが正解。
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1  助動詞willを用いた未来形
⑴ 主語や話し手の意思とは関係なく、未来の予定を表すには〈主語＋助動詞will ＋動詞の原形〉
を使います。

現在形 未来形

「6月に雨がたくさん降ります」
  It rains a lot in June. 

「明日雨が降るでしょう」
 It will rain tomorrow.

「私の妹は働きます」
 My sister works. 

「私の妹は働くでしょう」
 My sister will work.

⑵ will : そのときの意思（～しよう）、推量（～するだろう）を表します。

I will go to the dentist.  「歯医者に行きます」（＝行こうと思います）
The train will leave the station around 7 p.m. 

  「電車は午後７時ごろ駅を出発します」（＝出発するでしょう）

3人称単数であっても、助動詞の後は動詞の原形を使います。*助動詞はUnit 16参照

× She will works. 

ポイント 1 　 否定文を作るときには、〈主語＋will not＋動詞の原形〉とします。（will not = 
wonʼt）

未来形の否定文：「雨は降らないでしょう」 → It will not rain. 

未来形の否定文：「私の妹は働かないでしょう」  → My sister will not work. 

ポイント 2 　 疑問文を作るときには、主語の前に助動詞willを移動させ、〈Will＋主語＋動詞の
原形〉とします。

未来形の疑問文：「雨は降るでしょうか」  → Will it rain?　
未来形の疑問文：「私の妹は働きますか」 → Will my sister work?

Unit 8　 動詞の時制：未来形
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① 私は働くでしょう。
 I (　　　　　　 ) work. 

② 彼はお皿を洗う予定ではありません。
 He is not (　　　　　　 ) to wash the dishes. 
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2  be going to を用いた未来表現

助動詞willの他に〈主語＋be動詞＋going to＋動詞の原形〉を使って未来の予定を表すことがで
きます。予定として組み込む意図があり、willよりも起きる確率が高い。すでに実現に向けて動き
出している感じがあります。

I am going to work.  「私は働く予定です」
He is going to wash the dishes. 　 「彼はお皿を洗う予定です」

ポイント 1 　 否定文を作るときには、〈主語＋be動詞＋not going to＋動詞の原形〉とします。
I am not going to work.  「私は働く予定ではありません」
He is not going to wash the dishes.  「彼はお皿を洗う予定ではありません」

ポイント 2 　 疑問文を作るときには、〈be動詞＋主語＋going to＋動詞の原形〉とします。
Are you going to work? 「あなたは働く予定ですか」
Is he going to wash the dishes? 「彼はお皿を洗う予定ですか」

3  さまざまな未来表現
助動詞willやbe going toを用いた表現以外にも、未来に起こる動作を示す表現があります。現
在進行形（be動詞＋動詞の ing形）や、現在形で表す場合もあります。

ポイント 1 　 現在進行形（be動詞＋動詞の ing形）を用いた未来表現：時間、場所が決まってい
て、ほぼ確実に起こる未来を表現します。

I am visiting the dentist at 2:30 p.m. on Saturday. 

  「私は土曜日の午後2時30分に歯医者に行きます」

ポイント 2 　 動詞の現在形を用いた未来表現：すでに確定している未来の予定を表します。
The train leaves the station at 7:15 p.m. 

  「電車は午後７時15分に駅を出発します」

例題の答え  ①  will　　② going

ポイント 3 　 未来進行形：〈主語＋will be＋動詞の ing形〉を使います。

未来のある時点で動作が進行中であるということを表すには、〈主語＋will be＋動詞の ing形〉を使
います。

未来進行形：「雨が降っているでしょう」  → It will be raining. 

未来進行形：「私の妹は働いているでしょう」  → My sister will be working.
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TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。

練習問題  

① その男性は１日休みを取るでしょう。
 The man (　　　　　　 ) take a day off. 

  (A) is (B) will (C) not (D) have

② 会社は変わり続けるでしょう。
 The company (　　　　　　 ) to change. 

  (A) continuously   (B) continue (C) will continue   (D) continual

③ その知らせは秘密です。その男性は誰にも教えるつもりはありません。
 The news is secret. The man (　　　　　　 ) anyone. 

  (A) will not telling  (B) will not tell (C) will be telling   (D) will tell

④ その写真は人々を驚かせるでしょう。
 The picture (　　　　　　 ) people. 

  (A) will surprise (B) surprise (C) are surprised   (D) are surprising

発展問題  

⑤ Despite his busy schedule, the editor (　　　　　　 ) a day off to attend his 
 daughter’s award ceremony.

  (A) take (B) taken (C) taking (D) will take 

⑥ T&C Landliner (　　　　　　 ) to change to serve our customers’ needs. 

  (A) continuously   (B) continue (C) will continue   (D) continual

⑦ The technologies used in the Maxim Bullet Monorail are highly confidential. 
 The engineers (　　　　　　 ) anyone.

  (A) will telling (B) will tell (C) won’t tell (D) will be telling

⑧ The slide with the detailed pictures (　　　　　　 ) the entrepreneur at the 
 meeting.

  (A) are surprising    (B) surprise (C) are surprised     (D) will surprise

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。

TAC英文法_本冊.indb   34 2018/02/28   10:32

29



正解と解説
練習問題

発展問題

① (B) 選択肢のうち、3人称単数の後に続き、動詞の前に置く助動詞 (B) willが正解。take a day 
off 「1日休みを取る」。

② (C) 主語の後、空所には動詞が必要。主語の3人称単数に続く場合は-sの形になるので (B)は不
可。正解は (C)。continue「継続する」。

③ (B)  「つもりはありません」とあるので、notを含む (A)、(B)いずれかであることがわかります。
助動詞willの後にくる動詞は原形なので、(B) will not tellが正解。

④ (A)  主語 the picture は 3人称単数。選択肢のうち、3人称単数の主語に呼応する動詞の形は
(A) will surprise。(D) are suprising は確実に起こる未来を示す表現であるため、正解
であるとも考えられますが、主語The picture に呼応するbe動詞は isであるため不適切。
surprise「驚かせる」。

⑤ (D) 忙しい予定にもかかわらず、その編集者は娘の受賞式に出席するために１日休みを取るで
しょう。
主語の the editor は3人称単数で、後ろが空所であるため動詞（助動詞＋動詞）を選択。(A)、 
(B)、(C)は 3人称単数形に呼応しない。(D)が正解。editor 「編集者」、attend「出席する」、 
award 「賞」、ceremony 「式」、despite「～にもかかわらず」。

⑥ (C) T&C Landlinerは顧客の要望に応えようと、変化し続けるでしょう。
主語の後、空所には動詞が必要。主語の3人称単数に続く場合は-sの形になるので (B)は不
可。正解は (C)。

⑦ (C) Maxim Bullet Monorailで使われている技術は極秘扱いです。技術者は誰にも教えない
でしょう。
前に「極秘扱いだ」とあるので、文意から「教えない」という否定が入っている選択肢 (C) won’t 
tellが正解。won’t はwill not の短縮形。technology 「技術」、highly confidential 「極
秘扱いの」。

⑧ (D) 詳しい絵を載せたスライドは、会議でその起業家を驚かせるでしょう。
主語の the slideは3人称単数形のため、(A)、(B)、(C)は不適切。(D) will surpriseが正解。
detailed「詳しい」。
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英語の文を作る 5つの型とそれぞれの特徴を確認しましょう。5つの文型を基に、文の特定の場所に
来る品詞が決まります。基本構造を理解し、空欄補充の推理に役立てましょう。

1  第１文型：「主語が～する」　《自動詞の文》
 主語（名詞） ＋ 動詞（自動詞） 

I     work  from nine to five .  「私は9時から5時まで仕事をします」
主語    動詞　　    {修飾部分}

The meeting  starts　at 9:30 a.m.  「会議は午前9時30分に始まります」
        主語　　　　 動詞　　    {修飾部分}

2  第２文型：「主語は□□だ」　《主語＝補語》の関係
 主語 ＋ 動詞（be動詞・一部の動詞） ＋ 補語（形容詞・名詞） 

この第 2文型の代表的な動詞はbe動詞です。一般動詞でも、be動詞で言い換えたときに意
味が通る look「～のように見える」などは第2文型の文を作ります。このような動詞はほかに、
feel「感じる」, seem「～のように思える」, become「～になる」などがあります。

The product  is  fantastic.  「その商品は素晴らしい」 《The product＝fantastic》
         主語　　     動詞　  補語
The product  looks  fantastic.  「その商品は素晴らしく見えます」 《The product＝fantastic》
         主語　　　   動詞　　  補語

3  第３文型：「主語が○○を～する」　《目的語が１つの他動詞の文》
 主語 ＋ 動詞（他動詞） ＋ 目的語（名詞） 

第 2文型と同様、文の要素は 3つですが、違いは「主語＝目的語」の関係ではないということ。
次の文で《The store = many items》とはならないことを確認しましょう。

The store  has  many items. 　「その店には多くの商品があります」 《The store≠many items》
      主語　　 動詞　　   目的語

第3文型の目的語には、語、句、節のいずれかを使います。
⑴ 目的語が語である場合
Mr. Brown teaches English.　《Mr. Brown≠English》
　「Brownさんは英語を教えています」

Unit 11　 文構造
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① 会議は午前9時30分に始まります。
 The meeting (　　　　　　 ) at 9:30 a.m. 

② その店には多くの商品があります。
 The store (　　　　　　 ) many items.  

＊ 自動詞とは主語と動詞の組み合わせ
で意味を表すことができる動詞です。

＊他動詞とは動詞の直後に目的語を必要とする動詞です。

句と節について
句とは 2語以上のかたまりが文中で 1
つの品詞の働きをし、そのかたまりの
中に〈主語＋動詞〉の形を含まないもの
を言う。節とは〈主語＋動詞〉の形を含
み、文中で 1つの品詞の働きをするか
たまりになっているものを言う。

TAC英文法_本冊.indb   44 2018/02/28   10:32

31



U
n
it 11

文
構
造

例題の答え  ① starts　　② has

4  第４文型：「主語が○○に△△を～する」　《目的語が２つの他動詞の文》
 主語＋ 動詞（他動詞） ＋ 目的語（名詞〈人〉）＋ 目的語（名詞〈物〉）

目的語を2つ取り、第4文型を作る動詞には以下のようなものがあります。
tell「教える」, teach「教える」, show「示す」, give「与える」,
offer「申し出る」, pay「払う」, sell「売る」など

The company 　gives　 its workers　a bonus.  「会社は働き手にボーナスを与えます」
           主語　　　　　動詞　　    目的語(人)　     目的語（物）　　　　《its workers ≠ a bonus》

5  第５文型：「主語が△△を□□に～する」　《目的語＝補語》の関係
 主語 ＋ 動詞（他動詞） ＋ 目的語（名詞） ＋ 補語（名詞・形容詞など）

第5文型を作る動詞には以下のようなものがあります。

ポイント 1 　 する型　「目的語△△を補語□□にする」（目的語△△を補語□□の状態にする）
 make, get, keep, leave, paintなど

The manager makes all the team members happy.　《all the team members＝happy》
           主語            動詞                     目的語                 補語

「そのマネージャーはすべてのチームメンバーを幸せにします」

ポイント 2 　 考える型　「目的語△△を補語□□と考える」（目的語△△についての認識を述べる） 
think, believe, find, considerなど

You will find our new manager cool.　《the manager＝cool》 　
 主語      動詞               目的語              補語

「あなたは私たちの新しいマネージャーをかっこいいと思うでしょう」

ポイント 3 　 呼ぶ型　「目的語△△を補語□□と呼ぶ」（目的語△△の名や役職などについて述べる） 
call, elect, nameなど

We named the project KGH.　《the project＝KGH》
主語    動詞          目的語        補語　「私たちはそのプロジェクトをKGHと名付けました」

㊟  make「△△に□□させる」、have「△△に□□してもらう」という用例もあります。 
これは使役動詞という用法で□□には原形不定詞（ toのない不定詞）などが続きます。

The manager     had      the repairperson fix the printer.　《the repairpersonがfixする》
          主語          （使役）動詞              目的語                    補語
「マネージャーはその修理工にプリンターを修理してもらいました」

⑵ 目的語が句である場合
Mr. Brown teaches how to speak English.　《Mr. Brown≠how to speak English》
　「Brownさんは英語の話し方を教えています」

⑶ 目的語が節（主語＋動詞を含む）である場合
Mr. Brown teaches that we should study English.　《Mr. Brown ≠ that we should study English》
　「Brownさんは、われわれは英語を学ぶべきだと教えています」
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TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。

練習問題  

① 会議は午前10時に始まります。
 The meeting (　　　　　　 ) at 10 a.m.

  (A) gives (B) starts (C) makes (D) has

② その女性は彼にチケットをあげました。
 The woman gave (　　　　　　 ) a ticket.

  (A) he (B) his (C) him (D) himself

③ その女性は、彼にカードにサインをしてもらいました。
 The woman had (　　　　　　 ) sign the card. 

  (A) he (B) his (C) him (D) himself

④ 太陽は東から昇ります。
 The sun (　　　　　　 ) in the east.

  (A) rises  (B) roses (C) rosy (D) raises

発展問題  

⑤ The international video conference (　　　　　　 ) at noon.

  (A) gives (B) ends (C) makes (D) has

⑥  The police officers handed (　　　　　　 ) a ticket. 

  (A) he (B) his (C) him (D) himself

⑦ The police officer made (　　　　　　 ) sign the legal document.  

  (A) they (B) their (C) them (D) themselves

⑧ It (　　　　　　 ) a lot throughout the year in the town where I live.

  (A) is raining (B) raining (C) rained (D) rains

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。
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正解と解説
練習問題

発展問題
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4

① (B) 主語がThe meeting「会議」、空所の後のat 10 a.m. 「午前 10時に」は補語でも目的語で
もないので、第1文型を作る自動詞の (B) startsが正解。

② (C) 訳文から第4文型とわかる。(C) himが正解。

③ (C) 動詞hadはhaveの過去形。動詞haveはここでは「～してもらう」の意味の使役動詞の用
法。後に〈目的語〉と〈補語〉が続いて第 5文型を作ります。空所は動詞のすぐ後なので、〈目
的語〉。選択肢のうち目的格を選びます。(C) himが正解。

④ (A) 空所の後は in the eastで、文の要素ではなく修飾部分です。目的語も補語もない第 1文型
の文と考えられるので、空所には自動詞が入ります。選択肢のうち、「昇る」を意味する自動
詞は (A)のrisesのみ。roses（名詞roseの複数形）もrosy（roseの形容詞形）も動詞とは
無関係。raiseは「～を上げる」という他動詞です。自動詞と他動詞の形が似ているので注
意しましょう。

⑤ (B) 国際ビデオ会議は正午に終わります。
主語がThe international video conference「国際ビデオ会議」で、空所の後のat noon 
「正午に」は補語でも目的語でもありません。第 1文型を作る自動詞の (B) ends が正解。他
は他動詞。

⑥ (C) 警官は彼に違反切符を渡しました。
handは名詞では「手」ですが、同形で動詞になると「手渡す」の意味になります。動詞
hand は後ろに〈人を表す目的語〉と〈物を表す目的語〉を取り、第 4文型を作ることができ
ます。文の構成から「彼に切符を渡した」という第4文型を作ることがわかります。(C) him
が正解。

⑦ (C) その警官は、彼らにその法律文書に署名させました。
madeはmakeの過去形。動詞makeはここでは「作る」ではなく、「させる」の意味の使役
動詞の用法で使用されています。すぐ後の〈目的語〉が空所なので、選択肢のうち、目的格
を選びます。(C) them が正解。legal 「法的な」。

⑧ (D) 私が住んでいる町では1年中たくさん雨が降ります。
空所の後には目的語も補語もないので、動詞が入り、第1文型を作ります。主語の3人称単
数に呼応する (D) rainsが正解。
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英語は、finalとfinallyのように、語幹が同じでも語尾が変わると品詞が変わります。それぞれの品
詞が文の中で担う役割とその特徴について確認しましょう。

1  品詞の種類と役割

英語の単語は、文の中でどのような役割を担うのかによって異なる品詞になります。

品詞 示すもの 文中での役割

名詞 人・物・事
①主語になる
②目的語になる
③補語になる

代名詞 前に出てきた名詞の言い換え （名詞の代わりをするので名詞と同じ役割）
主語、目的語、補語になる

動詞 状態・動作を表す 文の動詞＝述語になる

形容詞 名詞の付加情報 ①補語になる
②名詞を修飾する

副詞 名詞以外の品詞の付加情報 名詞以外を修飾する

Unit 12　 品詞
例題 	空所に適切な語句を入れましょう。（　　）内は複数語になる場合もあります。

① コミュニケーションは成功への鍵です。
 (　　　　　　 ) is the key to success. 

② アシスタントたちが出張計画をまとめます。
 The assistants (　　　　　　 ) the business trip plan.

スコアアップに向けて

まず基本文構造を整理しましょう。
〈Unit 11　文構造〉の５文型を参考にしてください。

① 空所補充問題では、文の要素のうちどれが欠けているかを
見極め、必要な品詞を補います。

② 文の要素がそろっている場合、修飾される語句が名詞であ
れば形容詞、それ以外なら副詞を補います。

SC

ORE

4
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例題の答え  ① Communication　　② finalize

2  特徴的な接尾辞を持つ単語
品詞 語尾 例

名詞

-tion question「質問」，competition「競争・コンペ」，attention「注意」

-ce advice「助言」，evidence「証拠」，confidence「信頼・自信」

-ment document「文書」，agreement「同意」，equipment「備品」

-ty beauty「美しさ」，possibility「可能性」，equality「平等・等しいこと」

-al approval「承認」，disposal「廃棄」，renewal「更新」

-ness happiness「幸福」，awareness「認知度」，eagerness「熱意」
-ant
[-ent]

applicant「応募者」，accountant「会計士」，president「社長」

-sm enthusiasm「熱狂」，criticism「批判・批評」

動詞

-fy identify「（本人であることを）確認する」，satisfy「（人を）満足させる」

-ize realize「実現する」，organize「（イベントなどを）企画する」

-ate create「実現する」，estimate「見積もる」

形容詞

-ble available「利用できる」，favorable「好意的な」，visible「目に見える」

-ive active「有効な」，imaginative「想像力に富んだ」

-al legal「法律の」，influential「影響力の大きい」，confidential「秘密の」

-ous obvious「明らかな」，various「様々な」，gorgeous「見事な」

-ic specific「明確な・特定の」，optimistic「楽観的な」

-ful beautiful「美しい」，doubtful「疑わしい」

-y funny「面白い」，tiny「とても小さい」，noisy「騒々しい」

副詞 -ly beautifully「美しく」，especially「特に」，generally「たいてい・一般に」

複数の品詞を兼ね
ているもの（多数）

correct「〔形容詞〕正しい・〔動詞〕正す」，help「〔名詞〕助け・〔動詞〕
手伝う」，interest「〔名詞〕興味・〔動詞〕興味をもたせる」

ただし、接尾辞の形が例外的なものもあるので注意しましょう。

ポイント 1 　接尾辞が-lyでも形容詞

→ friendly「友好的な」、timely「ちょうどよいときの」、costly「高価な」

ポイント 2 　接尾辞が-lyではない副詞

→ hard「熱心に」、fast「速く」、late「遅く」

ポイント 3 　名詞、形容詞の派生語は、意味の違いに注意

economy「節約・経済」 economics「経済学」 economist「経済学者」
economic「経済の」  economical「経済的な」
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TOEIC® L&R TEST本番レベルの問題にチャレンジ。
 多少難解な表現も入っていますが、学習した文法知識で解ける問題です。

練習問題  

① その大事な会議は午前11時に始まります。
 The (　　　　　　 ) meeting starts at 11:00 a.m. 

  (A) importance  (B) important  (C) imported  (D) importantly

② 売り上げが急激に上昇しました。
 The sales (　　　　　　 ) rapidly. 

  (A) rises (B) is rising (C) is risen (D) rose

③ 売り上げは著しい上昇を見せました。
 The sales showed a significant (　　　　　　 ).

  (A) rises (B) is rising (C) rise  (D) rose

④ 彼らはうまく私たちの商品を売っています。
 They are (　　　　　　 ) selling our products. 

  (A) succeed  (B) successfully (C) success  (D) successful

発展問題  

⑤ The (　　　　　　 ) meeting to decide the overall evaluation process begins shortly, 
 but not everyone is here yet. 

  (A) importance  (B) impolite  (C) importantly (D) important

⑥ With the current market trend, the sales in the international department 
 (　　　　　　 ) dramatically. 

  (A) increased (B) is increasing (C) increasing (D) increasingly 

⑦ The sales in the international market had a dramatic (　　　　　　 ). 

  (A) increased (B) is increasing  (C) increase (D) increasingly 

⑧ Sales representatives are (　　　　　　 ) selling our products in the international 
 market. 

  (A) increased  (B) is increasing (C) increase  (D) increasingly

次の英文の空所に入る最も適切なものを (A)～ (D)の中から選びましょう。
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正解と解説
練習問題

発展問題

① (B) 空所が〈a / an / the＋（　　　）＋名詞〉の並びの場合、空所には必ず形容詞が入り直後の
名詞を修飾します。選択肢のうち、形容詞は (B) important。 -ance は名詞、-ly は副詞
に多い接尾辞です。(C) importは動詞「輸入する」。

② (D) 意味から (D)。主語の the salesが複数形なので (A)、(B)、(C)は不適切。rapidly「急激に」。

③ (C) 空所が〈a＋形容詞＋（　　　）〉の並びの場合、空所には必ず単数形の名詞が入ります。可能
性があるのは (C)か (D)ですが、意味から (C)が正解。riseは、動詞と同形の名詞「上昇」。(D)

は「薔薇」。significant「著しい、重要な」。

④ (B) 空所が〈be動詞＋（　　　）＋動詞の ing形〉の並びの場合、空所には動詞を修飾する副詞が
入ります。副詞に多い接尾辞の-lyがついた (B) successfully「うまく」が正解。

⑤ (D) 全体的な評価過程を決定する大事な会議がもうすぐ始まるのに、まだ全員が揃っていませ
ん。
空所が〈a / an / the＋（　　　）＋名詞〉の並びの場合、空所には必ず形容詞が入り直後の
名詞を修飾します。(D) important（形容詞）が正解。evaluation「評価」、process「過
程」、shortly「まもなく」。

⑥ (A)  現在の市場の傾向を受け、国際部署の売り上げが劇的に増えました。
the salesが主語で空所には動詞が入るので (C)、(D)は不適切。the salesは複数形の主語
なので (A)が正解。current「現在の」、dramatically「劇的に」。

⑦ (C) 国際市場での売り上げは、目を見張るような増加がありました。
主語は the sales「売り上げ」、動詞のhadは他動詞で、空所には形容詞dramaticに修飾
される名詞が入るので、(A)、(B)、(D)は不適切。動詞と同形の名詞の (C)が正解。

⑧ (D) 営業担当者たちは、私たちの商品を国際市場にますます売り込んでいます。
空所が〈be動詞＋（　　　）＋動詞の ing形〉の並びの場合、空所には動詞を修飾する副詞が
入ります。選択肢を見ると、副詞は (D) increasingly「ますます」のみ。意味にこだわらず、
文構造のルールに従って正解を導き出すようにしましょう。sales representative「営業
担当者」。
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