
分詞の形容詞的用法（２）No.1

【１】太字の分詞に気を付けて、各文を日本語にしなさい。ま

た、その分詞の種類を言いなさい。

1)The smiling baby is my little brother.

2)Look at that broken window.

3)Do you know that running boy?

4)I love this doll made by my mother.

5)The girl sitting under that tall tree is Ken’s sister.

6)This is a watch made in Switzerland.（Switzerland：スイ

ス）

7)Have you ever read a book written by Soseki Natsume?

8)The bread baked by your mother was very delicious.

【２】日本語に合うように（ ）内の語を並び替えて、全文を書

き換えなさい。

1)皿の上にゆで卵があります。

There is (on, egg, dish, a, the, boiled). 〔boil：ゆでる〕

2)向こうで新聞を読んでいる若い女性は私の姉です。

(there, young, reading, the, over, lady, a, newspaper) is

my sister.

3)ピアノを弾いている女の子は私の友達です。

(piano, girl, playing, the, the) is my friend.

4)カナダで話されている言語は英語とフランス語です。

(spoken, languages, Canada, in, the) are English and

French.

5)私はアメリカ製のコンピュータを買った。

I bought (America, computer, made, a, in).

6)ここで学んでいる学生たちは、とても親しみやすい。

(studying, the, here, students) are very friendly.

7)あの店で売られている野菜は高価だ。

(sold, that, vegetables, at, the, store) are expensive.

8)あなたは公園で走っているあの少女を知っていますか。

Do you know (running, that, in, the, girl, park)?

9)２０年前に建てられたその建物は病院として使われてい

る。

(twenty, the, built, ago, building, years) is used as a

hospital.

10)川で泳いでいるあの大きな魚を見てごらん。

Look at (fish, big, swimming, the, that, river, in).
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【１】

1)その笑っている赤ちゃんは、僕の弟です。（現在分詞）

2)あの壊（さ）れた窓を見なさい。（過去分詞）

3)あなたはあの走っている少年を知っていますか。（現在分

詞）

4)私は、私の母によって作られたこの人形が大好きです。

（過去分詞）

5)あの高い木の下に座っている少女は健の姉さんです。（現

在分詞）

6)これはスイスで作られた時計です。（過去分詞）

7)あなたは今までに夏目漱石によって書かれた本を読んだ

ことがありますか。（過去分詞）

8)あなたのお母さんによって焼かれたパンは、とても美味し

かった。（過去分詞）

【２】

1)There is a boiled egg on the dish.

2)The young lady reading a newspaper over there is my

sister.

3)The girl playing the piano is my friend.

4)The languages spoken in Canada are English and French.

5)I bought a computer made in America.

6)The students studying here are very friendly.

7)The vegetables sold at that store are expensive.

8)Do you know that girl running in the park?

9)The building built twenty years ago is used as a hospital.

10)Look at that big fish swimming in the river.



分詞の形容詞的用法（２）No.2

【３】（ ）内の語を適当な形にし、全文を訳しなさい。

1)He wants to read books (write) in easy English.

2)The cake (make) by your little sister was very sweet.

3)I have a son (study) at this college.

4)That boy (talk) with our teacher is my big brother.

5)Is the bicycle (break) by Tom yours?

6)The little girl (cry) at the door is Mr. Brown’s daughter.

7)Our teacher showed us some pictures (paint) by Picasso.

8)Was the music (play) by the orchestra wonderful?

〔orchestra：オーケストラ〕

9)Who is that man (stand) by the gate?

10)Show me the pictures (take) in Kyoto last Sunday.

11)The (break) cup was very expensive.

12)Whose is the dog (bark) there? 〔bark：ほえる〕

13)The TV programs (make) in Japan are very popular in

Asian countries.

14)The chairs (design) by that famous Italian are very good.
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【３】

1)written 彼は易しい英語で書かれた本が読みたい。

2)made あなたの妹によって作られたケーキはとても甘か

った。

3)studying 私には、この大学で学んでいる息子がいる。

4)talking わたし達の先生と話しているあの少年は僕の兄

さんです。

5)broken トムによって壊されたその自転車はあなたのもの

ですか。

6)crying ドアのところで泣いているその幼い少女はブラウ

ン氏の娘です。

7)painted わたし達の先生は私達にピカソによって描かれ

た絵を見せてくれた。

8)played そのオーケストラによって演奏された音楽は素晴

らしかったですか。

9)standing 門のそばに立っているあの男の人は誰ですか。

10)taken 先週の日曜日に京都で撮られた写真を私に見せ

て下さい。

11)broken その壊（さ）れたカップはとても高価だった。

12)barking そこで吠えている犬は誰のものですか。

13)made 日本で作られたテレビ番組はアジアの国々でとて

も人気がある。

14)designed あの有名なイタリア人によってデザインされた

椅子はとても良い。


