
【新二年生用】第9 回［Section9　分詞］ 総合英語be 3rd Edition P256～P290

[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) I heard my name called in the cafeteria.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) There's no milk left in the fridge.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) Not having a mobile phone, I couldn't call him.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) He kept the window (　　) at night.
彼は夜間，窓を閉めておいた。

①closed    ②closes    ③close    ④closing     　　　　(4) 

(5) I saw a police officer (　　) a man.
私は警察官が男の人を追っているのを見た。

①chased    ②to chase    ③chasing    ④chases     　　　　(5) 

(6) (　　) in Japan, Eric speaks Japanese.
日本で生まれ育ったので，エリックは日本語を話します。

①Born and raised    ②Born and risen    ③Having born and raised    ④Bore and raised     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) 私たちは1950年代に建てられた家に住んでいます。

( live / house / we / a / in / built ) in the 1950s.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 沸騰しているお湯に塩を加えてください。

Add ( boiling / salt / to / water / the / some ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 彼は目を閉じて私の話を聞いた。

He listened ( his / eyes / me / closed / with / to ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(10) パーティーに招待された何人かは遅れて到着した。

Some people (　　) (　　) (　　) (　　) arrived late.
 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) 宝は箱の中に隠されたままだ。

The treasure (　　) (　　) in the box.  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 一羽のきれいな鳥が部屋に飛び込んできた。

A beautiful bird (　　) (　　) into my room.  　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 彼は私の兄とテニスをして約2時間過ごした。

He (　　) about two hours (　　) tennis with my brother.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

[Ｅ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(14) 彼は隠れ続けなければならなかった。

He had to ( himself / hidden / keep ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｆ] 日本語の意味に合うように，（　）内の語句を並べかえなさい。

(15) 彼らは情報を集めるのに数年を費やした。

( spent / gathering / several / they / years / information ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) 私はカフェテリアで私の名前が呼ばれるのを聞いた。 [9.4 have/get，知覚動詞と分詞を使う〈Key Sentences〉]

(2) 冷蔵庫に牛乳は残っていません。 [9.5 分詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(3) 携帯電話を持っていなかったので，彼に電話をかけられなかった。 [9.7 分詞構文の形〈Key Sentences〉]

(4) ① [9.3 分詞を補語として使う（叙述用法）〈Key Sentences〉]

(5) ③ [9.4 have/get，知覚動詞と分詞を使う〈Key Sentences〉]

(6) ① [9.6 分詞構文（分詞の副詞用法）〈Key Sentences〉]

(7) We live in a house built  in the 1950s. [9.1 分詞で名詞を修飾する（限定用法）〈Key Sentences〉]

(8) Add some salt to the boiling water . [9.1 分詞で名詞を修飾する（限定用法）〈Key Sentences〉]

(9) He listened to me with his eyes closed . [9.8 withを使って付帯状況を表す〈Key Sentences〉]

(10) invited to the party [9.1 分詞で名詞を修飾する（限定用法）〈Check問題〉]

(11) remains hidden [9.3 分詞を補語として使う（叙述用法）〈Check問題〉]

(12) came flying [9.3 分詞を補語として使う（叙述用法）〈Check問題〉]

(13) spent，playing [9.5 分詞を使う表現〈Check問題〉]

(14) He had to (keep himself hidden). [9.3 分詞を補語として使う（叙述用法）〈Check問題〉]

(15) They spent several years gathering information. [9.5 分詞を使う表現〈確認問題集〉]


