
詞用法詞の形分〓早3

☆現在分詞の形容詞的用法

現在進行形 The bOyお 口a´ ng ten面 s

その少年はテニスをしている。

場寒翁霜窪  Look at
テニスをしている少年を見なさい。

一般動詞に hgをつけた形を現在分詞といいます。
現在分詞には名詞を修飾する働きがあります。

◇現在分詞 1語で名詞を修飾するときは名詞の前に

a run雨ng boy走つている少年

◇2語以上で名詞を修飾するときは名詞の後ろに

a boy running in the park

公園で走つている少年

1 Ettt:L/iEr\.
(1) a sleeping cat

(2) a walking man

(3) that crying girl

(4) a cat sleeping under the tree

(5) a man walking on the street

(6) that girl crying in the room

(7) Look at the children swimming in the pool.

(8) I know the boy reading a book.

(9) The girl crying over there is my sister.

英331(2)



3章 分詞の形容詞用法 13→→①

i現在う)詞の形容詞的用法

現在進行形 The boyた paゾ ng ten面 s

その少年はテニスをしている。

鷺;寒 :書習殺  Look atlthe b。
」

 liキ

生
・

生塾堅型」墨

テニスをしている少年を見なさい。

一般動詞に ingをつけた形を現在分詞といいます。
現在分詞には名詞を修飾する働きがあります。

◇現在分詞1語で名詞を修飾するときは名詞の前に

a runhng boy走 つている少年

◇2語以上で名詞を修飾するときは名詞の後ろに

a boy running in the park

公園で走つている少年

英331(2)

1日本文にしなさい。

(1)a dee● ng Cat めをって、ヽうわ )

(2)a watting nnan ぅ、ヽ■ヽ‐5沼 ^ス

〈3)that cry ng」「I 承へうヴそヽ うヽそ^タ

(4)a cat」 eeⅢng under the tree r´

「
てわんぢマヽ｀

`わ
'

(5)a man watting on the street ,ソ zヂぃえヽ ラ`ツらん
(6)that Jri cr■ ng n the rOOm ォfみ で,'、

‐2・
`麻

a,4ケ
(7)Look at the children swimming in the poo

,4し て→iヽ 7、‐5,しも乏を見
`′

´

(3)l knOw the boy reading a b。 。k

各ψ為 協綺 ‐3少キとん 2ぃ ,

(9)The J‖ 。Ⅳ llg over there ls my jster

先‐夕て‐,多 マヽ、‐

'ウ

41′ 夕い́ 嗜 マ・で



2( 】こ適する語を書きなさい。           英33● 0)

(1)ベッドで寝ている男の人は私の父です。
The(    )(     )on the bed is my father

(2)テレビを見ている女性は私たちの先生です。

The(      )(       )TV is our teacher

(3)木の下に座っている女の子を見て下さい。

Look at the(       )(         )(       )the tree

(4)あなたは英語を勉強しているあの少年を知つていますか。
Do you know(    )(    )(      )Eng‖ sh?

(5)写真を撮つている女の人はだれですか。

Who (        )(        )(           )(            )pictures?

3次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)私には大阪に住んでいる友だちがいます。

l have

(2)音楽を聞いている女の子はエミです。

英331(4)

☆過去分詞の形容詞的用法

受け身の文 Ths camera was made h Chna
このカメラは中国で作られた。

過去分詞の l have
形容詞用法

私は中国で作られたカメラを持つている。

過去分詞には名詞を修飾する働きがあります。
◇過去分詞1語で名詞を修飾するときは名詞の前に

a broken cupこわされたカップ

◇2語以上で名詞を修飾するときは名詞の後ろに

a cup broken by him

彼によってこわされたカップ

a camera made in China.

「

]



2( 】こ適する語を書きなさい。
(1)ベッドで寝ている男の人は私の父です。

②覧墨」蹴羅1翼麗雰埋毀
L訥∝

Thc("oぃ 。へ )("ひ|ユ iり )TV is our teacher
(3)木の下に座っている女の子を見て下さい。

Look at the( 91rl   )( ,1キ liハノ )( ぃいどをr )the tree

(4)あなたは英語を勉強しているあの少年を知っていますか。
③讐峯鯛嚇ぬ婁:1農嚢駆ィガ′

)En」ぬ?

3りll::ス!,こそ:|夕[::|:1巨ど碁さぃ1(十

^':´′  )piCtures?
(1)私には大阪に住んでいる友だちがいます。

英331(3)

英331(4)

I have

(2)音楽を聞いている女の子はエミです。

受け身の文 Ths camera,ぁⅢ Ⅲl■ 1● h Chna
このカメラは中国で1年 |■■。

過去分詞の I have
形容詞用法

私は中国で作られたカメラを持つている.

過去分詞には名詞を修飾する働きがあります。
◇過去分詞1語で名詞を修飾するときは名詞の前に

a broken cupこわされたカップ

◇2語以上で名詞を修飾するときは名詞の後ろに
a cup broken by hii、 :

彼によつてこわされたカップ

a camera made in China.



4 E6tt-Lfitr\.
('l) a used car
(2) a opened door
(3) a window broken by them
(4) a letter written in English write-wrote-written

英331(5)

(5) Tom has a camera made in America.

(6) This is the story read by many people.

(7) The language spoken in Australia is English.

(8)This is

英331(6)

5( 】こ適する語を書きなさい。
(1)彼女は日本製の腕時計を持つています。

She has a watch(         )(     )(         )

(2)これは若い人たちに好かれている歌です。

This is the song(       )(     )young peOple

(3)彼によつて書かれた本はとてもおもしろい。

The book(    )(   )(   )L very interesing
(4)これは10年前に建てられた学校です。

This is the(     )(     )ten years(    )

(5)日 本で話されている言語は日本語です。

The language ( )(    )(     )is(       )

6次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)これは彼女によつて撮られた写真です。

(2)私は日本製の車が欲しい。

331終 了



4日本文にしなさい。               英33-16)

(1)a used car准 わい●車け ιψ)

(2)a opened door βnヴ ら́,ド ァ(悶いてい5ド アリ

(3)a window brOken by them ′xら、■(み りじわ′́
`ん

(4)a letter wntten n Eng‖ sh w′ に。wrote■ 4 tto

箕
=う

て鷲″ムFチ茅し

(5)TOm has a camera madeln Ame百 oa

l―
いヽ■7メリクそイ千うよ■タメライ′タフてヽ‐7″。

(6)This is the stOry read by many people

しいゾみくヽ又tじ マχ′ふてヽ‐3物力でグ、
(7)The language spoken in Austra‖ a is English

イ′′[ラリアて
‐
3Z多よマ、う号露すヽ′:う

(8)This is the hOuse builtin 1900  bu‖ o、 ult-6uに

しネ、す19ο oオ 1,イ マらよ
「

啜
`ず

、

7び

糞331(6)

5( )に適する語を書きなさい。
(1)彼女は日本製の腕時計を持つています。

②翫憲lttt計茫」た協、メlよる単4鋳孔
→

This is the song( 1:に で」 )( `/  )young peOple
(3)彼によつて書かれた本はとてもおもしろい。

The book(wァ 111′n )( ,/  )( 卜),´  )is very interesting

(4)これは10年前に建てられた学校です。
Thls■ s the(,。 L。 I Xほil十

 1瞥ξ署:「Frs(げ

° )
(5)日 本で話されている言語は日,

The language( ∫
|。
しt^ )(  ,ぃ   )(」

F́a、
  )iS( J^∫ 。

",``´ )

6次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)これは彼女によって撮られた写真です。

〈2)私は日本製の車が欲しい。

331終 了



補充問題 英031補 (1)

1次の文の_に 、( )内の語を適する形にして書きなさい。

(1)Do you know the gid        tO music over there?ぐ isten)

(2)This is the watch     to me by my father(give)

(3)The boys     in the park are my students(run)

(4)Iknow the woman       _Engnsh in the‖ brary(study)

(5)The language________in」 apan is English (study)

2( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
(1)あの泣いている赤ちゃんは私の妹です。

( sister/baby/is/crying/my/that)

(2)トムにはカナダに住んでいる友だちがいます。
( has/Canada/friend/in/Tom/a/‖ ving)

(3)私は母が作るケーキが好きです。
(‖ke/the cakes/1/mOther/made/by/my)

英031補(2)

3下線部と同じ働きをしている分詞を含む文をア～工から選びなさい。

(1)l knOvv the woman running in the park

ア My hobby ls running     イ Ken is runnint tn the park

ウ Running in the park is fun 工 The boy running in the park is Tom

(2)This is the car made in」 apan

7 This watch was made in Japan. y' ['ve never-4qglqdinner.

i t like the cakes made by her. I She 4q9Q the cakes.

4次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)ギターを弾いている男性は私の父です。

(2)彼女はフランス(France)製 のバッグを持つています。



…

1次の文の__に、( )内の語を適する形にして書きなさい。

(1)Do yotl know the girl… tO muSiC OVer there?(listen)

(2)Thisた the watch i升些⊆L_tO me by my father(give)

ark are my students(run)

L English in the‖ brary(study)

」apan is Engiish (study)

2( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
(1)あの泣いている赤ちゃんは私の妹です。

( sister/baby/is/crying/my/that)
′人̂

`デ `「

チι

(2)トムにはカナダに住 ヽ ビちがいます。

(3)私は母が作るケーキが好きでデ[

i like ,/ the cakes / I / mother / made / bv / my )"

c^L`∫  麻.Jく  ム

葵331補 12)

3下線部と同じ働きをしている分詞を含む文をア～工から選びなさい。

(1)l knOw the woman runnlng in the park

ア My hobby b run面 ng ,f Ken is running in the park.

ウ Running in the park is fun しヽ)The boy running in the park is Tom
(2)This is the car made in」 apan

7 This watch was made in Japan. .l I've never-gqglqdinner.

|つ 1‖ke the cakes made by her工 She made the cakes

4次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)ギターを弾いている男性は私の父です。

Tl、 .  ぃA“に、   。(・ソλ
-t

(2)彼女はフランス(Fran6e) つています。

k¢

バッグ

( has/Canada/friend/in/Tom/a/‖ ving)

7。″人̂,α C,れ〃 /.″ ^c ,め


