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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
英単語は、文中で担う役割によって異なる品詞に分類されます。

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

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 名詞以外の付加情報 名詞以外を修飾する

Unit 1　 品詞
例題 	空所に適切な語を入れましょう。

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

② 私たちはその美術館で美しい絵を見ました。
 We saw (　　　　　　　　　　 ) pictures at the museum.
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例題の答え  ① Communication　　② beautiful

2  品詞別の接尾辞の特徴
品詞 語尾 例

名詞

-tion action「行動」、question「質問」、station「駅」

-ce advice「助言」、office「オフィス」、service「サービス」

-ment document「文書」、moment「瞬間」、shipment「出荷」

-ty ability「能力」、quality「質」、security「安全」

-al renewal「更新」、rehearsal「リハーサル」、signal「合図」

-ness business「事業」、happiness「幸せ」、kindness「親切」

-ant [-ent] agent「代理人」、assistant「アシスタント」、client「顧客」

-sm journalism「ジャーナリズム」、tourism「観光業」

動詞

-fy beautify「美化する」、qualify「資格を得る」、satisfy「満足させる」

-ize realize「実現する」、memorize「暗記する」、organize「計画する」

-ate celebrate「祝う」、create「創造する」、operate「作動する」

形容詞

-ble available「利用できる」、possible「可能な」、usable「使用できる」

-ive active「活発な」、negative「否定的な」、positive「肯定的な」

-al digital「デジタルの」、formal「正式の」、local「その土地の」

-ous delicious「おいしい」、gorgeous「見事な」、serious「真剣な」

-ic automatic「自動の」、basic「基本の」、dynamic「活動的な」

-ful careful「注意深い」、powerful「強力な」、wonderful「素晴らしい」

-y easy「簡単な」、hungry「空腹の」、rainy「雨降りの」

副詞 -ly actively「活発に」、carefully「注意深く」、seriously「真剣に」

複数の品詞を
兼ねているもの

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）興味を持たせる」

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「フレンドリーな」、timely「タイムリーな」、lovely「すてきな」

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」

U
n
it 1

品
詞
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空所に入る最も適切なものを (A)―(D)から選びましょう。

Step 1  基本問題

① これは世界的な活動です。

 This is a (　　　　　　 ) action.

(A) globalization (B) global (C) globalize (D) globally

② 彼女は夢を実現しました。

 She (　　　　　　 ) her dream.

(A) really (B) reality (C) real (D) realized

③ それは素晴らしい公演でした。

 It was a wonderful (　　　　　　 ).

(A) performable (B) performed (C) performance (D) perform

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

Step 2  応用問題

⑤ They are happy with the (　　　　　　 ) result.

(A) finale (B) finalize (C) final (D) finally

⑥ We need to (　　　　　　 ) the new names to the list.

(A) add (B) addition (C) additionally (D) additional

⑦ She has a clear (　　　　　　 ) of our new product design.

(A) image (B) imagine (C) imaginative (D) imaginatively

⑧ I (　　　　　　 ) have strong coffee.

(A) occasional (B) occasion (C) occasionally (D) occasions

Unit 1 品詞
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メモ

 

 

 

 

 

 

Step 3  TOEIC L&R 本番レベルの問題

⑨  The (　　　　　　 ) meeting to decide the evaluation process begins at 2 p.m. 
today.

(A) formation (B) form (C) formally (D) formal

⑩ The online sales in the international department (　　　　　　 ) sharply last year.

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

⑪  The company plans to announce an additional (　　　　　　 ) in their overseas 
operations.

(A) changed (B) changeable (C) change (D) changeably

⑫ The sales team is (　　　　　　 ) marketing the new products in Europe.

(A) largeness (B) large (C) enlarge (D) largely
 

U
n
it 1

品
詞
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