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8. 広告デザイン部の村田さん 

文法：suspended form、Nの N、～でも、【V ている】、Vた形modification 

 

A：来週から２週間、広告デザイン部の村田さんが営業部で研修することにな  

  りました。村田さんはデザインばかりでなくオフィス系の資格もたくさん 

  あり、前の会社でも営業部を助けていたそうです。上司の命令で今回研修 

  することになり、本人はかなりプレッシャーを感じていると思うので、優 

  しくアドバイスしてあげてください。 

B：村田さんは、どのくらいここで働いているんですか。 

A：このオフィスでは１年くらいだと聞きましたが、ここに来る前にイタリア支社に５年いたらしいですよ。大学時代には 

  イギリス留学していて、イタリア語も英語もペラペラらしいです。 

C：もしかして、めがねをかけたショートヘアの女性じゃないですか。イタリアに出張した時、受付のところで見たような 

  気がします。 

A：じゃ、彼女だったかもしれませんね。そうだ。彼女が来たら、歓迎会
かんげいかい

でもしましょうか。 
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Suspended form－It’s used to mark a succession or concurrency of events in the same way as Vて形. Following adjective forms indicate the coexistence of 

the meanings shown by each of the words. 
   V ます形  ★いる→おり イ形容詞いく、ナ形容詞なで、N で 

  ①朝起きたら、まず顔を洗い、コーヒーを飲み、新聞を読む。これが僕の日課だ。 

  ②現在兄は東京におり、IT の会社で働いています。 

  ③彼女は優しく、頭がよく、そしてすばらしい女性だ。 

 

助詞「の」－N1 shows an attribute of N2. Also, N1である N2 is used in formal speech. 

   N1 の N2 

  ①この人は、友達の木村さんです。 

  ②今月はちょっと忙しいので、明後日の土曜日は出勤になりました。 

  ③すみませんでした。これはリーダーである私の責任です。 

 

助詞「でも」－It means “~ or something”, that gives an example implying something else available instead. 

   N（＋particle） ＋でも 

  ①今日の午後、お茶でも飲みに行きましょう。 

  ②時間があるなら、最近近くにできた動物園にでも行ってきたらどう？ 
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V ている 

 －It’s used to tell the experience, that is the historical action or affects the present. 

  ①彼は去年日本に行っているから、今年は行かないと思う。 

  ②彼は５年前に事故にあっていて、足が動かない。 

  ③３年前に証明書をもらっているから、家のどこかにあるはずだ。 

 

 －It’s used for an attribution, which is like an adjective. 

  ①あの道は曲がっているので、気をつけて運転してください。 

  ②あの親子は、本当によく似ている。 

  ③先がとがっている鉛筆は、小さい子供に一人で使わせるのは危ない。 

 

V た形－It’s used to modify a noun instead of Vている, which is same as adjectives (condition). Only certain verbs can be used. 

  ①めがねをかけた人を知っていますか。＝めがねをかけている人 

  ②公園でよく似た親子を見ました。＝よく似ている親子 

  ③曲がった道をまっすぐ行ってください。 

  ④割れた皿はどこにありますか。 
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★まとめ【V ている】 

意味 例文 

現在進行形 It’s happening right now. 
今、母はケーキを食べている。 

今、父はテレビを見ていない。 

習慣 It always happens. 
長女は語学学校で日本語を勉強している。 

長男はデパートで働いていない。 

結果の状態 It’s still happened after an action. 
彼を知っている。 

次女は結婚している。 

完了 

未完了 
It has happened already. 

三女はもう学校に行っている。 

三男はまだ学校に行っていない。 

経験 It has happened before. 今までに２回京都へ行っている。 

属性 attribution 彼は優
すぐ

れている。 
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問題 1.【suspended form に変えなさい。】 

①彼女は優しくて、みんなに好かれている。 

②背が高くてかっこいい男性に出会った。 

③彼はイタリアへ行って、今まで食べてきたピザが本場とは違うと知った。 

④交通ルールを守って、安全運転しましょう。 

⑤小麦粉に砂糖と卵を入れて、よく混ぜる。 

⑥まず身長や体重を測定
そくてい

して、それから血液
けつえき

検査
け ん さ

を行って、最後にレントゲンをとります。 

 

問題 2.【助詞「の」「～である」を使って、文を完成させなさい。】 

①私のペットの          も、もう若くないです。 

②みんな、先生である          を尊敬しているんですよ。 

③部長の          は、現在外出しております。 

④この工場では、電化製品の          も製造されている。 

⑤                              。 
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問題 3.【助詞「でも」を使って、文を完成させなさい。】 

①時間があるなら、一緒に          でも勉強しませんか。 

②頭がいいんだし、          にでもなったらどうですか。 

③駅前に新しい美術館ができたようだから、          でも見に行かない？ 

④売り上げを上げたいから、          でも始めようと思っている。 

⑤行きたくないなぁ。          でも来てくれたら、中止になるんだけどなぁ。 

⑥                              。 

 

問題 4.【「V ている」（経験）を使った文に変えなさい。】 

①去年は彼女に「お金がないから」と言われて、3 回もごちそうしたから、もうしない。 

②彼は結婚式で司会をしたことがあるから、彼に頼んだらしてくれると思う。 

③鍵をもう２回も壊されたのに、また泥棒に入られた。 

④彼女は参加したがらないと思うよ。過去にも二度誘ったことがあるけど。 

⑤あの旅館はとてもいいからおすすめだよ。私は５回宿泊したよ。 

⑥                              。 
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問題 5.【正しい答えを選びなさい。】 

①まだ昼ご飯を（食べる・食べない・食べていない）のなら、いっしょにどうですか。 

②財布がない。どこかに（落とす・落とした・落としている）かもしれない。 

③鈴木さんは私たちをただ（見た・見る・見ていた）だけで、何も言わなかった。 

④駅に着いた時には、すでに電車は（出た・出ている・出ていた）。 

⑤昨晩は 12 時過ぎまで（起きる・起きた・起きていた）ので、今日はとても眠い。 

⑥最近帰りが遅いね。 －ごめん。なるべく早く（帰る・帰った・帰っている）ようにするよ。 

⑦海には水着を（着ていた・着た・着る）若い女性がたくさんいた。 

⑧寒いですね。誰が窓を（開ける・開けた・開けている）のか知っていますか。 

⑨外国で病気に（なる・なった・なっている）場合、どうすればいいでしょうか。 

⑩動物の世話にとても興味を（持つ・持った・持っている）ので、ペットショップに就職したいと思う。 

⑪父は 3 年前から、数学の教師として大学に（勤めます・勤めていた・勤めている）。 

⑫水玉としま模様
も よ う

で、うまく海が（表現した・表現された・表現して）絵だ。 


