
分詞の基礎（１）No.1

【１】分詞には２種類あります。それは何ですか。

【２】分詞が名詞を修飾する（名詞にかかる）用法を何とい

いますか。

【３】( )内の単語を並べ替えて、日本語に合うようにしな

さい。

)この眠っている少年 ( )1 boy, this, sleeping

)あの壊された椅子 ( )2 chair, that, broken

3 students, Japanese,)日本語を勉強している生徒たち （

）studying

4 Emi, the, taken, picture,)恵美によって取られた写真 （

）by

【４】例に習い２文を１文にし、それを日本語に訳しなさい。

There are many students. They are studying Japanese.（例）

There are many students studying Japanese.→

1 I know the boys. They are playing tennis.)

2 Who is that girl? She is talking with Tom.)

3 Do you know that boy? He is running in the park.)

4 There were many people. They were waiting for the bus.)

【５】例に習い、適する位置に( )内の語を入れて、全文を

書き換え、更にそれを日本語に訳しなさい。

Do you know this boy? sleeping Do you know this（例） ( ) →

sleeping boy?
) ( )1 I know that girl. crying

) ( )2 Who is that boy? dancing

) ( )3 The girl is Yuki. singing

) ( )4 We can't catch a bird. flying

【６】例に習い( )内の語を適当な場所に入れて全文を書

き換え、更に、それを日本語にしなさい。

Look at the picture. taken by Jim Look at the（例） ( ) →

picture taken by Jim.

分詞の基礎（１）No.1

【１】現在分詞と過去分詞

【２】分詞の形容詞的用法

【３】

1 this boy this tall boy) （「この背の高い少年」がsleeping
であるように、分詞が単独で名詞にかかる場合は、普

通の形容詞と同じように使われます。）

) （これも前問と同様、分詞の が2 that chair brokenbroken
単独で名詞にかかっているので、普通の形容詞と同じ

語順になります。）

) （この問題では分詞の3 students studying Japanese
が という目的語を持っています。このstudying Japanese

ように目的語や場所を表す副詞など伴う場合は名詞の

後からかかります。）

) （前問同様、単独で分詞の4 the picture taken by Emi
が使われているのではなく、 ～という副詞を伴taken by

っている場合も名詞の後からかかります。

【４】

) 私はテニスをしているそ1 I know the boys .playing tennis
の少年達を知っている。

) トムと話をしているあ2 Who is that girl ?talking with Tom
の女の子は誰ですか。

) あなたは公3 Do you know that boy ?running in the park
園で走っているあの少年を知っていますか。

) バスを待っ4 There were many people .waiting for the bus
ている多くの人々がいた。

【５】

) 私はあの泣いている少女を知っ1 I know that crying girl.
ている。

) あの踊っている少年は誰です2 Who is that dancing boy?
か。

) その歌っている少女は由紀で3 The singing girl is Yuki.
す。

) 私達は飛んでいる鳥を捕ま4 We can't catch a flying bird.
えることは出来ない。



分詞の基礎（１）No.2

) ( )1 This is a car. made in Japan

) ( )2 Look at the mountain. covered with snow

) ( )3 The book is interesting. written by Koji

) ( )4 I ate two eggs. boiled

) ( )5 How much is this car? used

) ( )6 I don't know the woman. talking with John

) ( )7 Do you know the students? playing baseball over there

) ( )8 The dog is Susan's. running along the river

) ( )9 The boy is my brother. playing a video game

) ( )10 The young man is Mr. Okada. reading a newspaper

【７】例のように２文を１文に書き換え、それを日本語に訳

しなさい。

That is a car. It was made in Japan. That is a car（例） →

made in Japan.
1 I bought a book. It was written in English.)

2 We got on a bus. It was painted green.)

3 This isn't the picture. It was taken by Mr. Tanaka.)

4 This watch is very expensive. It was made in Switzerland.)

5 Is that mountain Mt. Asama? It is covered with snow.)

分詞の基礎（１）No.2

) これは日本製の（日本で作1 This is a car made in Japan.
られた）車です。

) 雪で覆われたそ2 Look at the mountain covered with snow.
の山を見なさい。

) 浩二によって描か3 The book written by Koji is interesting.
れたその本は面白い。

) 私は２個のゆで卵（ゆでられた卵）4 I ate two boiled eggs.
を食べた。

) この中古車（使われた車）は5 How much is this used car?
いくらですか。

) 私はジョンと話6 I don't know the woman talking with John.
をしている女の人を知らない。

) あ7 Do you know the students playing baseball over there?
なたは向こうで野球をしている生徒たちを知っています

か。

) 川に沿って走8 The dog running along the river is Susan's.
っているその犬はスーザンのものです。

) ビデオゲー9 The boy playing a video game is my brother.
ムをしているその少年は私の弟です。

) 新聞10 The young man reading a newspaper is Mr. Okada.
を読んでいるその若者は岡田さんです。

【７】

) 私は英語で書かれた1 I bought a book written in English.
本を買った。

) 私達は緑に塗られたバ2 We got on a bus painted green.
スに乗った。

) これは田中さ3 This isn't the picture taken by Mr. Tanaka.
んに撮られた写真ではありません。

) スイス4 This watch made in Switzerland is very expensive.
製のこの時計はとても高価です。

) 雪で覆わ5 Is that mountain covered with snow Mt. Asama?
れたあの山は浅間山ですか。


