
Grammar

本 書 の Key Sentences に は、TOEIC の 文 法・ 読 解・ 
リスニングの問題を解くのに必要な文法知識が網羅され
ています。このセクションは、それらの知識を整理・体
系化して記憶に定着させるためのものです。

各文法説明は、具体例を Key Sentences で示すか（
例文 ...で表示）、「TOEIC 公式問題集」（ETS 著／国際ビジネ
スコミュニケーション協会発行）の英文を引用しています。

 のマークは確認テストです。解答と解説は Key 
Sentences の例文の読み下し訳と単語欄の説明を参考
にしてください。

確認テストは４択で、実際の TOEIC の設問と出題形式が
異なる部分がありますが、正解を得るための英語力は身
につきますので、出題形式にはとらわれないでください。

確認テストの英文は、「...」として一部を省略しているも
のがあります。これは、省略した部分を見なくても正解
が見いだせるからですが、TOEIC は問題数が多く全文を
読まずに前後関係だけで解答する必要があるため、その
練習も兼ねています。

文法の整理
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TOEIC の文法問題では、名詞、形容詞、副詞の識別が重要に
なります。各品詞に特徴的な語尾を覚えて、未知の単語でも
品詞の見当がつくようにしておきましょう。

　 ① 名詞（＝人・物・事の名称を表すことば）の語尾
　　	-tion  reservation （予約） 例文 231
　　	-sion  admission （入場、入会） 例文 231
　　	-ment  agreement （同意、契約） 例文 026
　　	-ness  fitness （身体的な健康） 例文 018
　　	-ance performance （実績、業績） 例文 097
　　	-ence  reference （参照、言及） 例文 110
　　	-ency contingency （不慮の事態） 例文 035
　　	-ity authority （権威者、権限） 例文 075
　　	-ty  difficulty （難しさ、困難） 例文 102
　　	-cy policy （規定、方針） 例文 233
　　	-er caterer （配膳業者） 例文 023
　　	-or mentor （指導教官） 例文 173
　　	-ee employee （従業員） 例文 130
　　	-ist motorist （車のドライバー） 例文 213
　　	-ant accountant （会計士、経理担当者） 例文 064

　 ② 形容詞（＝名詞・代名詞を修飾することば）の語尾
　　	-able available （対応できる） 例文 141
　　	-ible  feasible （実現可能な） 例文 177
　　	-al additional （追加の） 例文 045
　　	-ant significant （かなりの） 例文 180
　　	-ent urgent （緊急の） 例文 080
　　	-ar regular （通常の、規則正しい） 例文 019
　　	-ful  helpful （役に立つ） 例文 173
　　	-ic economic （経済の） 例文 188
　　	-ical  critical （非常に重要な） 例文 092
　　	-ive  intensive （短期集中的な） 例文 131
　　	-ory  introductory （入門［初歩］の） 例文 106
　　	-ous  numerous （多数の） 例文 239

　 ③ 副詞（＝名詞以外、つまり、動詞、形容詞、副詞などを修飾する 
　　  ことば）の語尾。副詞の大半は、形容詞の語尾に -lyをつけます。
　　	-ly approximately （およそ） 例文 007
  currently （現在は） 例文 031

G1 名詞、形容詞、副詞の特徴
②の -ive は形容詞の語尾ですが、次のような例外があります。
　perspective 【名】 物の見方、視点、考え方 例文 005
　incentive 【名】 誘因、動機 例文 094
　initiative 【名】 新しい企画［構想、計画］ 例文 153
　alternative 【名】 代替物、代案 例文 177

③の -ly は副詞の語尾ですが、次のような例外があります。
　friendly 【形】 友好的な 例文 043
　unlikely 【形】 可能性が低い 例文 209
　costly 【形】 費用のかかる 例文 223
　daily 【形】 毎日の 例文 020
　monthly 【形】 月々の 例文 069
　yearly 【形】 年間の 例文 069

また、形容詞の働きをすることばに、過去分詞、現在分詞、ハイフン複
合語があります。この知識は文法問題と読解においても重要です。

④ 過去分詞（「…される」という受動態の意味を表すことが多い）

　the overcharged amount （過剰に請求された） 例文 054

　His estimated yearly income  （推定される） 例文 069

⑤ 現在分詞（「…している」「…する」という能動態の意味を表す）

　Andy's missing baggage　 （行方不明中の） 例文 039

　existing and potential competitors   （現存する） 例文 168

⑥ ハイフン複合語（２語以上をハイフンで結んで１語にしたもの）

　short-term profitability  （短期間の） 例文 189

　state-of-the-art facilities （最先端の） 例文 244

　employer-sponsored on-site health clinic　

 （雇用主によって出資された・現場での） 例文 147


