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Part5対策



★今日のポイント

◆Part 5 「短文穴埋め問題」対策

「品詞問題」を攻略しよう！

✓ 基本の品詞の役割を理解しよう

✓ 語順を意識しよう



Brush Up 品詞の確認をしよう

▶名詞

名詞とは、意味的には人・物の名前や役割、抽象的な概念などを表します。

形式的には、主語や目的語（動作の対象）になるものです。

単数形・複数形と変化するものもあります。

①The production of flat screen TVs has increased in Japan.

名詞によくある形は、-tion / -ment / -ance / -ence などです。

completion「完成」、achievement 「達成」、importance 「重要性」、

convenience 「便利さ」



Brush Up 品詞の確認をしよう

▶動詞

動詞とは、主語の動作や状態を表します。文の核になるものと考えても

よいでしょう。主語が単数か複数かによって、また時制が現在か過去か

によって語形が変化するという特徴があります。

②The Sanders Group produces a wide variety of kitchen products.

動詞によくある形は、-fy / en- / -en / -ixe などです。

qualify「資格を与える」、enlarge 「大きくする」、shorten 「短くする」、

organize 「まとめる」



Brush Up 品詞の確認をしよう

▶形容詞

形容詞とは、名詞の説明に使われ「どんな？」という性質を表す役割を

持っています。名詞の前につくほか、主語とイコールの関係として、

be動詞の後ろに置かれます。

③Carnell Anderson had a productive discussion with one of his clients

yesterday.

形容詞によくある形は、-ive / -ic / -ous / -ful / -able / -al などです。

creative「創造的な」、specific 「具体的な」、various 「様々な」、

successful 「成功して」 、valuable 「価値のある」、confidential 「極秘の」



Brush Up 品詞の確認をしよう

▶副詞

副詞とは、主として動詞や形容詞の説明に使われ、「どんなふうに？」

あるいは「どれくらい？」と様子や程度を表す役割を持っています。

④It is important for consultants to spend their time productively.

副詞によくある形は、語尾に -ly がつくものです。

immediately「すぐに」、properly 「適切に、きちんと」、

significantly 「著しく、大幅に」



Exercise 1 フレーズを覚えよう

日本語の意味と同じになるように、適切な単語を（ ）から選びましょう。

▶名詞

①職への必要条件

the (require / requirements ) for the position.

②予約をする

make a ( reserve / reservation )

③担当者の一人

one of the ( representative / representatives )



Exercise 1 フレーズを覚えよう

日本語の意味と同じになるように、適切な単語を（ ）から選びましょう。

▶動詞

④レポートを提出する

(submission / submit ) the report.

⑤会議に出席するだろう

will  ( attend / attended ) the meeting.

⑥会議の前にアイデアをまとめてください

please ( organize / organization ) your ideas before the meeting.



Exercise 1 フレーズを覚えよう

日本語の意味と同じになるように、適切な単語を（ ）から選びましょう。

▶形容詞

⑦成功する応募者（採用される応募者）

a (successfully / successful ) candidate.

⑧効果的なアプローチ

an  ( effect / effective ) approach.

⑨チケットは買うことができる

The tickets are ( availably / available ) .



Exercise 1 フレーズを覚えよう

日本語の意味と同じになるように、適切な単語を（ ）から選びましょう。

▶副詞

⑩効率的に働く

work  (efficient / efficiently ) 

⑪著しく増加する

rise  ( significance / significantly ) 

⑫すぐにレポートを修正する

revise the report ( immediate / immediately )



Let’s try! テスト形式に慣れよう

空欄に入る適切な単語を選んでください。わからない単語があっても気にせず、文法・語法に

注目して解いてみましょう。

1.  candidates will have at least three years of managerial experience.

(A) Success                        (B) Succeed

(C) Successful                    (D) Successfully



Let’s try! テスト形式に慣れよう

空欄に入る適切な単語を選んでください。わからない単語があっても気にせず、文法・語法に

注目して解いてみましょう。

2. Richard Norton did not meet one of the   for the position.

(A) requirement                 (B) requiring

(C) requirements                 (D) require


