【新三年生用】第9回［Section9

分詞］ 総合英語be 3rd Edition P256～P290

[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。
(1) 私はその試合に興奮した。

(1)

(2) 立ち上がって，彼女は私に手を振った。
(2)
(3) 私はカフェテリアで私の名前が呼ばれるのを聞いた。
(3)
[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。
(4) She told me the story (
) her eyes (
).
彼女は目を輝かせながらその話を私に話してくれた。

(4)

(5) (
)(
) the movie with him, I fell asleep.
彼と映画を観ている間に，私は眠ってしまった。

(5)

(6) I (
) my camera (
).
私はカメラを盗まれた。

(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) その試合は興奮させるものだった。
( was / the / game / exciting ).
(8)
(9) すべてのことを考慮すると，私はむしろこの町に住みたい。
( things / considered / all ), I'd rather live in this town.
(9)
[Ｄ] 次の日本語を英語にしよう。
(10) 彼女は自分の犬を店の外に待たせておいた。
(10)
[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。

(11) 母は私を駅で30分待たせた。
( me / for / kept / my mother / thirty minutes / waiting ) at the station.
(11)
[Ｆ] 次の英文の誤りを正しなさい。
(12) I'm sorry to have kept you waited so long.
(12)
[Ｇ] 各組の英文がほぼ同じ意味を表すように，（

）に適切な語を入れなさい。

(13) While he was taking a bath, he suddenly hit on a good idea.
(
)(
)(
), he suddenly hit on a good idea.
[Ｈ] 日本語の意味に合うように，（

）に適切な語を入れなさい。

(14) バスを降りるとすぐに，彼女は名前を呼ばれるのを聞いた。
On getting of f the bus, she (
) her name (
).
[Ｉ] 次の英文を日本語にしなさい。
(15) All things considered, I think the plan is the best one.
(15)

(13)

(14)

解

答
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(1) I was excited about the game. [9.2 分詞を形容詞として使う（分詞形容詞）〈Key Sentences〉]
(2) Standing up, she waved to me. [9.6 分詞構文（分詞の副詞用法）〈Key Sentences〉]
(3) I heard my name called in the cafeteria. [9.4 have/get，知覚動詞と分詞を使う〈Key Sentences〉]
(4) with，shining [9.8 withを使って付帯状況を表す〈Key Sentences〉]
(5) While watching [9.7 分詞構文の形〈Key Sentences〉]
(6) had，stolen [9.4 have/get，知覚動詞と分詞を使う〈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) The game was exciting . [9.2 分詞を形容詞として使う（分詞形容詞）〈Key Sentences〉]
(9) All things considered , I'd rather live in this town. [9.7 分詞構文の形〈Key Sentences〉]
(10) She left her dog waiting outside the shop. [9.3 分詞を補語として使う（叙述用法）〈確認問題集〉]
(11) My mother kept me waiting for thirty minutes at the station. [9.3 分詞を補語として使う（叙述用法）〈確認問題
集〉]
(12) waited → waiting [9.3 分詞を補語として使う（叙述用法）〈確認問題集〉]
(13) Taking a bath [9.6 分詞構文（分詞の副詞用法）〈確認問題集〉]
(14) heard, called [9.4 have/get，知覚動詞と分詞を使う〈確認問題集〉]
(15) すべてのことを考慮すると，私はその計画が一番いいと思う。 [9.7 分詞構文の形〈確認問題集〉]

