
分詞の基礎（３）No.1

【１】日本語に合うように（ ）内の語句を使って英

文を作りなさい。

1)私は英語で書かれた本を持っています。

(have / in / written / a book / English / I)
2)彼女は世界中の人々に知られている音楽家です。

(the world / a musician / she / known / is / to)
3)京都は多くの人が訪れる都市の１つです。

Kyoto is (by many people / cities / visited / one / the
/ of).

【２】次の日本文を過去分詞を使って英文に直しなさ

い。

1)私にはケイと呼ばれる友達がいます。

2)彼らはパーティに招待された人々です。

3)私はなくしたカメラを探しています。

4)父はドイツで作られた自動車を持っています。

【３】次の日本文に合う英文になるように（ ）内の

語を適する形に直して正しい位置に補い、全文を書き

換えなさい。

1)眠っている猫を見てごらん。

Look at the cat. (sleep)
2)絵を描いている女性を知っていますか。

Do you know the girl a picture? (draw)

3)泳いでいる魚を捕まえるのは難しい。

To catch a fish is difficult. (swim)

4)椅子を作っている少年は私の弟です。

The boy a chair is my brother. (make)
5)料理をしている少女は楽しそうでした。

The girl looked happy. (cook)
6)父は昨日、中古車（使われた車）を買いました。

My father bought a car yesterday. (use)
7)彼らはこのパーティに招待された人々です。

They are the people to this party. (invite)
8)割れたコップはあなたのでしたか。

Was the glass yours? (break)
9)私は昨日、英語で書かれた手紙を受け取りました。

I got a letter in English yesterday. (write)
10)トムは日本製のカメラを持っています。

Tom has a camera in Japan. (make)
【４】例に習って２文をつなぎ、更に日本語に訳しな

さい。

（例） Look at that child. He is crying.
→ Look at that crying child.

あの泣いている子供を見なさい。

1)That girl is my sister. She is running with a dog.

2)This is a dictionary. It is used by a lot of students.

3)Who is that woman? She is talking with Mrs.
Yamada.
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【１】

1) I have a book written in English.

2) She is a musician known to the world.
（～に知られている：be known to ～）

3) (Kyoto is) one of the cities visited by many
people.

【２】

1) I have a friend called Kei.
2) They are the people invited to the party.
3) I am looking for the（あるいは my）lost camera.
4) My father has a car made in Germany.
【３】

1) Look at the sleeping cat.

2) Do you know the girl drawing a picture?

3) To catch a swimming fish is difficult.

4) The boy making a chair is my brother.

5) The cooking girl looked happy.

6) My father bought a used car yesterday.

7) They are the people invited to this party.

8) Was the broken glass yours?

9) I got a letter written in English yesterday.

10) Tom has a camera made in Japan.

【４】

1)That girl running with a dog is my sister. 犬と一緒

に走っているあの少女は私の姉（妹）です。

2)This is a dictionary used by a lot of students. こ

れは多くの学生に使われている辞書です。

3)Who is that woman talking with Mrs. Yamada? 山

田夫人と話しているあの女性は誰ですか。
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4)Look at that boy. He is smiling.

5)Do you know those boys? They are painting
pictures over there.

6)I have a sister. She goes to college.

7)Look at the pictures. They were taken in Kyoto.

8)Let's go to the library. It stands in front of our
school.

【５】（ ）内の日本語をヒントにして英語に直し、

全文を書き換え、更に日本語に直しなさい。

1)This is a （川端康成によって書かれた本）.

2)The （シロと呼ばれる犬） has white hair.

3)Who is that （ドアの所に立っている少年）?

4)I have a lot of （使用済み切手）.

5)Have you ever seen the （昇っていく太陽）?

6)I found my （なくしたペン） yesterday.

7)The （自転車に乗った少女) is Keiko.

8)Look at those （向こうでバレーボールをしている

あれらの女の子達）.

9)I live in a （30 年前に建てられた家）.
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4)Look at that smiling boy. あの微笑んでいる少年を

見なさい。

5)Do you know those boys painting pictures over
there? あなたは向こうで絵を描いているあれらの

少年達を知っていますか。

6)I have a sister going to college. 私には大学に通

っている姉がいる。

7)Look at the pictures taken in Kyoto. 京都で撮られ

たその写真を見なさい。

8)Let's go to the library standing in front of our
school. 私達の学校の前に建っている図書館に行

きましょう。

【５】

1)This is a book written by Yasunari Kawabata.
これは川端康成によって書かれた本です。

2)The dog called Shiro has white hair. シロと呼ば

れるその 犬は白い毛をしている。

3)Who is that boy standing at the door? ドアの所に

立っている少年は誰ですか。

4)I have a lot of used stamps. 私は多くの使用済み

切手を持っている。

5)Have you ever seen the rising sun? あなたは今ま

でに昇っていく太陽を見たことがありますか。

6)I found my lost pen yesterday. 私は昨日なくした

ペンを見つけた。

7)The girl riding on a bike is Keiko. 自転車に乗った

少女は恵子です。

8)Look at those girl playing volleyball over there. 向

こうでバレーボールをしている女の子達を見なさ

い。

9)I live in a house built 30 years ago. 私は 30 年前

に建てられた家に住んでいる。


