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はじめに

本書は、『カンタン英文法』シリーズの続編です。カンタン英文法とは、一見カンタン（簡単）
そうに見える英語の様々な文法現象の背後にも規則性があることを提示したものです。これによっ
て、学習者が「へー！」とカンタン（感嘆）し、英文法に対する面白さを知ることが出来るという
ことを狙いとしています。本書は、その『カンタン英文法』シリーズの初級として、これまで英文
法を網羅的且つ体系的に学習してこなかった学生諸君に対しても英文法の面白さを体験してもらう
ように、英文法の様々なトピックについて考察しています。
本書の特徴は以下のようになっています。
●様々な文法現象を取り上げ、その背後にある規則性を提示します。
●その導入として、各 Unit の冒頭に短い Reading や Dialog を載せています。
● TOEIC 形式の練習問題（文法・語彙問題）により、TOEIC 対策を考慮に入れています。
●英語による発信能力も向上するように、練習問題には、考えたり、書いたり、といったバラエ
ティに富む練習問題を組み入れています。
●語彙力の増強を図ります。
●日本語と英語の相違を考察することによって、英語の文法の理解を深めるような配慮をしてい
ます。
各 Unit の担当は次の通りです。
Unit 1, 9, 12, 16: 久保、Unit 3, 14, 15: 毛利、Unit 2, 4, 8, 11: 古川、Unit 5, 7, 10, 13: 永末、Unit 6: 鄭
草稿の段階で、大学院での久保のゼミや勉強会の一部の時間を使って、執筆者も含めて、議論し
ました。貴重な時間を使うことに寛大で、貴重なコメントをしてくれた福岡大学大学院英語学英米
文学専攻の院生諸君に感謝します。また、適切かつわかりやすいイラストを描いてくれた九州大学
芸術工学部工業設計学科一年の齋藤

美穂さんと西村

愛望さんに感謝します。

本書を用いて、学生諸君が「へー！」とカンタンし、その結果、授業が活気づき、学生諸君の英
語運用能力向上につながることを祈念いたします。
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UNIT 1

＊

品 詞

品詞が変われば意味が変わる単語がいろいろある！

Mike: It’s a cool summer evening, isn’t it? The beach here is really beautiful at
sunset.
Kana: Really? I want to look at the sunset.
Mike: OK. Let’s have a walk on the beach!
Kana: Good idea!
Mike: Wow. Look at the sky!
Kana: It’s so red and gold! Thank you for bringing me here.

1 動詞 vs. 名詞
通例、一つの単語に動詞としての用法と名詞としての用法がある時、基本的な意味は同
じであるが、品詞が変わると、基本的な意味がまったく異なる単語がいろいろあります。
次の単語の意味の空欄を埋めてみましょう。

		
		
		
		
		

(1)

a.
b.
c.
d.
e.

名詞
table
テーブル
beat
続けざまに打つこと、拍子
note （
）
cap
帽子
weather            天候

動詞

（
）
（
）
～に注意する、～を書き留める
（
）
（
）

＊本書では、例文の前にある * は非文法的であることを示し、? は文法的ではあるが容認可能性が低い（?? はさ
らに低い）ことを示す。また、# は、意味的に不適格な文であることを示す。



Quiz 1
次の下線部を（１）の単語のいずれかを用いて埋めてみましょう。
(2) a. He
the economic crisis.（経済的危機を切り抜けた）
		
b. New vehicle sales in the United States rose nearly 17 percent in
		
November, setting the stage for the industry to end the year on a high
		
.        （on a high ~「好調な様子で」）
		
c. The space shuttle Discovery
a successful construction
			 mission with a smooth landing in Florida.
			 （スペースシャトル、ディスカバリーが無事帰還した。）

		
d. Let’s
this project. （このプロジェクトは保留にしよう。）
		
e. “Where’s Michael? I want to question him about that matter.”
		
“
me. I haven’t seen him today.”
			 （「知らないね。」(= It
me.))
2 形容詞 vs. 名詞
次の単語の意味の空欄を埋めてみましょう。

(3)
		
		
		
		
		

名詞

a.
b.
c.
d.
e.

Quiz 2

形容詞

game
遊び、試合
（
）
budget                   経費、予算
         （
）
safe              （
）
安全な
constitutional（
）                    憲法上の
cool
                 涼しさ、冷気                 
（ 涼しい、                      ）
次の下線部を（3）の単語のいずれかを用いて埋めてみましょう。

(4) a. Put your money in the _______________.
			 （お金は金庫にしまっておきなさい。）
		
b. Your new car looks pretty _______________!
			 （君の新車、すごくかっこいいね。）
c.  AirAsia X is the first foreign _______________ airline authorized to
		
use Haneda Airport.
			 （AirAsia X が海外の格安航空会社として初めて羽田空港に乗り入れた。）
		
d. He stops by the supermarket during his morning _______________ .
		
（朝の散歩の間にスーパーに立ち寄る。）
		
e. “Who wants to go bowling after school?” “I’m _______________.”
		

（「放課後ボーリング行く人？」「私も行く。」）
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3 動詞 vs. 形容詞
次の単語の意味の空欄を埋めてみましょう。

(5)

動詞

形容詞

a.  mean                            意味する                  （
b.  moderate
（
）                  穏やかな
c.  converse
（
）              （意見が）逆の
d.  smart
（
）                  利口な
e.  abstract            ～を取り出す、～を要約する （

）

）

Quiz 3
次の下線部を（5）の単語のいずれかを用いて埋めてみましょう。
(6) a.  Bill will _______________ the Q & A session to make sure we finish
			 on time. （Bill が質疑応答コーナーの司会をするだろう。）
		
b. My boss is _______________ to Jenny. （意地悪な）
		
c. I can’t understand his assumption. What he says is too
			 _______________ for me. （抽象的な）
		
d. I twisted my ankle on the stairs, so it still _______________ a little.
			 （階段で足首を捻挫したので、今でも少しうずく。）
		
e. The transport minister _______________ with some economists on the
			 elimination of highway tolls.
			 （国土交通大臣は高速道路の無料化について経済学者達と話し合った。）
4 Further Study
A. walk vs. have a walk
英語の口語体では、動作を表す動詞を名詞として用い、have a V

の形で用います。

(7) a. drink / rest / wash / bath / shower / talk / chat / swim / walk / sleep / …
		
b. have a {drink / rest / wash / bath / shower / talk / chat / swim / walk / sleep / …}
ただし、（7b）のタイプには、（7a）にはない意味が含まれます。この場合の have に
は “enjoy” が含意されます。

(8) a. ?have a work
		
b. have a drink of {beer / water / ??poison}
		
c. John had a lick of {Mary’s ice cream / ?his master’s hand}.
		
d. They {chatted for hours / ??had a chat for hours}.



have a V のタイプには、それが表す動作が短時間の間に行われ、主語が意志を持っ
てその行為をエンジョイするという意味があります。従って、この have a V の主語
に無生物は生起しません。また、have a V は動作を表すので、進行形になり、この
場合の have は動詞なので、疑問文や否定文の時には、do を用います。

(9) a. Bill is having a talk with his friend.
		 b. Did Bill have a talk with his friend?/ Bill didn’t have a talk with his friend.
B. {I have / I’ve} been to Boston.
英語の口語体では、have, be や助動詞が主語と縮約されることがあります。ただし、
have に関しては注意することがあります。次の文の対比から have が縮約される場合
とされない場合の条件を考えなさい。

(10)
				
				
				

a.
b.
c.
d.

{I have / *I’ve } a game of tennis this afternoon.
{He had / *He’d} a good sleep yesterday.
{She had /*She’d} her baby examined by the doctor.
{I have / I’ve } never had a cold these days.

Exercises
1.

次の文の下線部を埋めるのに、最も適切な語（句）を a ～ d の中から選びなさい。

A. His recurring money scandals have
the Democrats since their election
victory in 2009.
a. catted
b. dogged
c. rabitted
d. pigged
B. China will
a. pork

up its military budget by 12.7 percent this year.
b. chicken
c. beef
d. mutton

C. Don’t
on it.
         a.  bank              b.  post office        c.  hospital         d.  college
D. We
snow from the roof of the house this morning.
a. cleared
b. are clear
c. clearly
d. clearing
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E. The prime minister suggested that Japan would have to raise its sales
tax to
growing social security costs.
a. leg
b. ankle
c. knee
d. foot
2.

次の文において縮約が可能な箇所をすべて縮約しなさい。

A. I think there will be lots of people at the party.
B. You had better get moving.
C. Do you know where Chris is today?
    D.  We cannot go there.  The traffic is held up because of the heavy rain.
3.

次の日本語の文を have を用いた表現にすると、カッコの中にはどのような単語が入

      るでしょうか。下の [        ] 内から選びなさい。

A. 彼は舌が肥えている：He has a sophisticated (
B. 彼女は冷え性だ：She has poor blood (
cold (
).
C. 彼は腹が据わっている：He has plenty of (
D. 彼は顔が広い：He has a wide (
E. 彼は甘党だ：He has a sweet (
F. 彼女は冷酷だ：She has a heart of (
G. 彼女は心やさしい人だ：She has a heart of (
H. 彼女は自負心が強い：She has a big (
circle
head

circulation
palate

constitution
stone

).
).= She has a
).
) of friends.
).
).
).
).
gold
tooth

guts

