
【新二年生用】第9章　分詞 総合英語Evergreen

[Ａ] 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。

(1) The dog sat there (　　) his tongue (　　) (　　).

その犬は，舌をだらっとたらしてそこに座っていた。  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(1) 

(2) We saw a bird (　　) a nest.

私たちは鳥が巣を作っているのを見た。  　　　　　　　(2) 

(3) He stood in front of us (　　) his arms (　　).

彼は，腕を組んで私たちの正面に立っていた。  　　　　　　　   　　　　　　　(3) 

(4) Who is the girl (　　) a picture over there?

あそこで絵を描いている少女はだれですか。  　　　　　　　(4) 

(5) He kept me (　　) for forty minutes.

 彼は私を40分間待たせた。  　　　　　　　(5) 

[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。

(6) (　　) the plane, the island looks like a ship.

飛行機から見ると，その島は船のように見える。

①Seeing from    ②Seen from    ③Be seen from    ④When seeing     　　　　　　　(6) 

(7) (　　) a key from his bag, he opened the box.

かばんからカギを取り出して，彼はその箱を開けた。

①To take out    ②He took out    ③Taking out    ④Taken out     　　　　　　　(7) 

(8) I got my fingers (　　) in the train doors.

私は電車のドアに指をはさまれた。

①to be caught    ②caught    ③catching    ④catch     　　　　　　　(8) 

(9) The comedian had the people (　　).

そのコメディアンは人々を笑わせた。

①laughing    ②laughed    ③laughter    ④to laugh     　　　　　　　(9) 

(10) It was an (　　) game.

それはわくわくする試合だった。

①exciting    ②excited    ③excitement    ④exciter     　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(11) 率直に言って，この仕事は退屈だと思う。

( I / speaking, / work / think / frankly / this ) is boring.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 月曜日だったので，その理髪店は閉まっていた。

( being / was / the / Monday, / it / shop / barber ) closed.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) 彼らは笑いながらその部屋に入っていった。

( into / walked / the room / they / laughing ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) だれかがあの燃えている家の中にいるぞ！

( burning / is / that / someone / house / in )!

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 原作を読んでいたので，私はすでにその映画の結末を知っていた。

( the / read / novel / having ), I already knew the ending of the movie.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第9章　分詞 総合英語Evergreen

(1) with，hanging out [Part 3-2　付帯状況を表すwith＋（代）名詞＋分詞〈Target例文〉]

(2) building [Part 2-3　have＋O＋分詞／see＋O＋分詞〈Target例文〉]

(3) with，folded [Part 3-2　付帯状況を表すwith＋（代）名詞＋分詞〈Target例文〉]

(4) painting [Part 2-1　名詞を修飾する分詞（限定用法）〈Target例文〉]

(5) waiting [Part 2-2　補語になる分詞（叙述用法）〈Target例文〉]

(6) ② [Part 2-4　分詞構文〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 2-4　分詞構文〈Target例文〉]

(8) ② [Part 2-3　have＋O＋分詞／see＋O＋分詞〈Target例文〉]

(9) ① [Part 2-3　have＋O＋分詞／see＋O＋分詞〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-1　名詞を修飾する分詞（限定用法）〈Target例文〉]

(11) Frankly speaking, I think this work  is boring. [Part 3-1　分詞構文の応用〈Target例文〉]

(12) It being Monday, the barber shop was  closed. [Part 3-1　分詞構文の応用〈Target例文〉]

(13) They walked laughing into the room . [Part 2-2　補語になる分詞（叙述用法）〈Target例文〉]

(14) Someone is in that burning house ! [Part 2-1　名詞を修飾する分詞（限定用法）〈Target例文〉]

(15) Having read the novel , I already knew the ending of the movie. [Part 3-1　分詞構文の応用〈Target例文〉]


