
分詞の形容詞的用法（１）No.1

【１】分詞の形容詞的用法とは何ですか。

【２】 や など、単に分詞だa girl a windowcrying broken

けが付く場合は名詞の直前に分詞がつきます。では、

場所の副詞や分詞に目的語が付いたりした場合はどう

なりますか。

【３】次の各文を現在分詞か過去分詞を用いて１文にし、

更にそれを日本語にしなさい。

1 I know the girls. They are singing.)

2 The girl is Lucy. She is talking with Tom.)

3 Look at the window. It is broken.)

4 Can you read this book? It is written in English.)

5 The man is Mr. Smith. He is riding a horse over there.)

6 Are you going to buy that house? It was built by him.)

7 The lady is my aunt. She is playing the piano.)

8 This book is very interesting. It was written by Mr.)

Brown.

9 I saw a dog on my way to school. It was injured.)

10 Do you know the boy? He is swimming in the pool.)

11 Who is that girl? She is crying.)

12 This is a camera. It was made in Germany.)

13 These stamps are very interesting. They were given to)

me by my brother.

14 The man is my uncle. He is cutting down the trees.)

15 Please show me the doll. It was sent by your aunt.)
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【１】現在分詞や過去分詞が名詞について、形容詞として

使われる使い方をいいます。

（例） 女の子a girlcrying 泣いている

窓a windowbroken 壊れた（壊された）

【２】 の のようにthe girl in the roomcrying in the room
場所の副詞が付いたり、 のa boy playing soccer
soccer the windowのように分詞に目的語が付いたり、

のように ＋（誰々）が付くと、名詞broken by Kenji by

の後ろに分詞が来ます。

【３】

) 僕はその 少女たち1 I know .the girlssinging 歌っている

を知っています。

) 少2 is Lucy.The girl talking with Tom トムと話している

女はルーシーです。

) その 窓を見なさ3 Look at .the windowbroken 壊れた

い。

) あなたは4 Can you read ?this book written in English

この本を読むことが出来ますか。英語で書かれた

向こ5 is Mr. Smith.)The man riding a horse over there

人はスミス氏です。うで馬に乗っている

) あなた6 Are you going to buy ?that house built by him

は あの家を買うつもりですか。彼によって建てられた

ピアノを弾い7 is my aunt.)The lady playing the piano

婦人は私の叔母です。ている

ブ8 is very interesting.)This book written by Mr. Brown

この本はとても面白い。ラウン氏によって書かれた

) 僕は学校9 I saw on my way to school.an doginjured

へ行く途中、 犬を見た。怪我をした

) あなた10 Do you know ?the boy swimming in the pool

は その少年を知っていますか。プールで泳いでいる

) あの 少女は誰で11 Who is ?that girlcrying 泣いている

すか。

ドイツで12 This is .) これはa camera made in Germany

カメラです。作られた（ドイツ製の）

13 are very)These stamps given to me by my brother

これらのinteresting. 私の兄によって私に与えられた

切手はとても面白い。

その木14 is my uncle.)The man cutting down the trees

男の人は私の叔父です。々を切り倒している

) どうぞ私15 Please show me .the doll sent by your uncle

に 人形を見せて下さあなたの叔父によって送られた

い。
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16 The girls are my friends. They are taking pictures.)

17 There were a lot of people in the street. They were)

excited.

18 I know the boy. He is running in the park.)

19 Do you want to see the pictures? They were taken by)

Dick.

20 Look at the lady. She is singing on the stage.)
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真を撮っ16 are my friends.)The girls taking pictures 写

その女の子たちは私の友人です。ている

) 通り17 There were in the street.a lot of peopleexcited

には沢山の 人々がいた。興奮した

公園で走18 I know .) 私はthe boy running in the park

その少年を知っている。っている

) あな19 Do you want to see ?the pictures taken by Dick

たは 写真が見たいですか。ディックによって撮られた

ステージの上20 Look at .) the lady singing on the stage

婦人を見なさい。で歌っている


