
分詞の基礎（２）No.1

【１】（ ）内から適当な語を選び、全文を日本語に

しなさい。

1)The girl (to sing / sing / singing) by the piano is Jane.

2)Here is a letter (write / wrote / written / writing) in
English.

3)The girl (writing / write / wrote / written) a letter at
the desk is Judy.

4)The languages (speak / spoke / spoken / speaking / to
speak) in Canada are English and French.

5)Look at the girl (speak / spoke / spoken / speaking) to
an American.

6)The girl (is sitting / sitting / sits) in front of the mirror
is my sister.

7)We visited the temple (to build / building / built) 500
years ago.

8)There was a (break / broken / breaking) cup on the
desk.

9)The boy (talking / talk / talks / talked) to our teacher
is Jack.

10)The man (standing / stands / stood) by the piano is
our teacher.

11)Ned has a watch (make / made / making) in Japan.
12)The story (tells / told / telling / to tell) by my father

was interesting.
13)Who is the boy (sleep / sleeping / slept / to sleep) on

the grass?
14)The mountain (cover / covered / covering) with snow

is beautiful.
15)The tower (seeing / seen / see) over there is a famous

temple.
【２】（ ）内の語を適当な形にし、全文を日本語に

訳しなさい。

1)The boy (ski) on the slope is my brother.

2)The gentleman (stand) at the door is my uncle.

3)The language (speak) in Australia is English.

4)Look at that (break) window.
5)The baseball game (play) yesterday was a big one.

6)The girl (play) tennis in the garden is my sister.

7)The girl (write) a letter at the desk is my sister.

8)Look at the (sleep) baby.
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【１】

1)singing ピアノのそばで歌っている少女はジェーン

です。

2)written ここに英語で書かれた手紙がある。

3)writing 机の所で手紙を書いている少女はジュディ

です。

4)spoken カナダで話されている言葉は英語とフラン

ス語です。

5)speaking アメリカ人に話しかけているその少女を

見なさい。

6)sitting 鏡の前に座っている少女は私の姉さんです。

7)built 私達は五百年前に建てられた寺を訪れまし

た。

8)broken 机の上に割れた（割られた）カップがあっ

た。

9)talking 私達の先生に話しかけている少年はジャッ

クです。

10)standing ピアノのそばに立っている男の人は私達

の先生です。

11)made ネッドは日本製の時計を持っている。

12)told 私の父によって語られた話は面白かった。

13)sleeping 草の上で寝ている少年は誰ですか。

14)covered 雪で覆われているその山は美しい。

15)seen 向こうに見える塔は有名な寺（院）です。

【２】

1)skiing スロープでスキーをしている少年は僕の兄

です。

2)standing ドアの所に立っている紳士は私の叔父で

す。

3)spoken オーストラリアで話される言葉は英語で

す。

4)broken あの壊れた（壊された）窓を見なさい。

5)played 昨日なされた野球の試合は大きな試合だっ

た。

6)playing 庭でテニスをしている少女は私の姉（妹）

です。

7)writing 机の所で手紙を書いている少女は私の姉

（妹）です。

8)sleeping その眠っている赤ちゃんを見なさい。
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9)Show me the letter (write) in French.

10)He is a famous writer (know) all over the world.

11)The watches (make) in Japan are very popular in
foreign countries.

12)The Japanese live in houses (build) of wood.

13)The girl (swim) over there is my sister.

14)The boy (lie) on the grass is my brother.

15)Don't touch the (paint) wall.

16)Look at the stars (shine) in the sky.
17)This is the dictionary (give) to me by my uncle.

18)This is the fish (catch) in the lake.
【３】日本語に合うように（ ）内に適語を入れなさ

い。

1)向こうでラジオを聴いている女の子は私の妹です。

The girl ( ) ( ) the radio over there is my sister.
2)これはグリーンさんが書いた小説です。

This is the novel ( ) ( ) Mr. Green.
3)あれらの飛んでいる鳥をごらんなさい。

Look at those ( ) birds.
4)これは、昨年の夏、泳ぎに行ったときに彼に撮って

もらった写真です。

This is the ( ) ( ) by him when we went ( ) last
summer

5)駒ヶ岳の頂上から見える日の出はとても美しい。

The ( ) sun ( ) from the top of Mt. Komagatake is
very beautiful.

6)雪で覆われているその山は富士山です。

The ( ) ( ) ( ) ( ) is Mt. Fuji.
7)私は易しい英語で書かれている物語を読んでみた

い。

I'd like to read a ( ) ( ) ( ) ( ) ( ).
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9)written フランス語で書かれたその手紙を私に見せ

て下さい。

10)known 彼は世界中で知られている有名な作家で

す。

11)made 日本製の時計は外国でとても人気がある。

12)built 日本人は木で作られた家に住んでいる。

（The Japanese で「日本人（全体）」、built of で「～

で出来た」）

13)swimming 向こうで泳いでる少女は私の姉（妹）

です。

14)lying 草の上に横になっている少年は僕の兄（弟）

です。（lie - lay - lain - lying「横になる」）

15)painted ペンキの塗られたその壁に触ってはいけ

ません。

16)shining 空で輝いている星々を見なさい。

17)given これは私の叔父によって私に与えられた辞

書です。

18)caught これはその湖で捕まえられた魚です。

【３】

1)listening to

2)written by

3)flying

4)picture taken / swimming

5)rising / seen

6)mountain covered with snow

7)story written in easy English


