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分詞構文の基本

現在分詞と過去分詞は形容詞の働き以外に（ A ）の働きがある。（ A ）の働きをする
現在分詞と過去分詞は動詞（句）や文全体を修飾し，この構造の文を 「分詞構文」 と 
呼ぶ。分詞構文で用いる現在分詞と過去分詞は動詞（句）や文の（ B ）に置かれるこ
とが多い。一般に現在分詞は 「…しながら」「…して」 という意味で用い，過去分詞
は 「…されながら」「…されて」 という意味で用いる。

01　今は独身でいることに満足ですが，いつかは結婚して子供が欲しいです。（（適語を記入））

I'm happy ( 　) single for now, but I'd like to settle down and 
have a family someday.

02　彼女に金の無心をしなければならず，ばつの悪い思いをした。

I felt really awkward ( 　) to ask her for money.

03　父は人生の大半を同じ会社に勤めて過ごした。

My father ( s- 　) most of his life ( 　) for the same company.

04　まだ雨が降っていたのでトランプをして時間をつぶした。

It was still raining, so we ( k- 　) some time ( 　) cards. 

05　夜なかなか眠れません。（（並べ替え））

I ( trouble / have / getting ) to sleep at night.  

06　彼女は今大学の受験勉強でとても忙しい。

She's very ( 　) ( s-　) for her college entrance examinations.

07　彼女は家から走り出てきて，私の腕の中に飛び込んできた。

She ( c-　) ( r-　) out of the house and jumped into my arms. 

08　私はくたくたで，つまずいた拍子に転んでしまった。

I stumbled ( exhausted / fell / , / and ).

09　彼は一言のコメントも述べずに，弁護士に付き添われて裁判所を後にした。

He made no comment as he ( accompanied / left / by / the court ) 
his lawyer.
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10　その病院は桜の木に囲まれ，湖を見渡すようにして建っている。

The hospital ( s-　) ( s-　) by cherry trees, overlooking the lake.

11　その金（ゴールド）はその山のどこかに隠されていると言われている。

It is said that the gold ( l-　) ( h-　) somewhere in the mountain. 

12　彼らはテーブルを囲んで座り，談笑をしていた。

They were ( s-　) around the table ( t- 　) and ( l-　).

分詞が文頭に置かれる場合

分詞構文では現在［過去］分詞が文頭［主語の前］に置かれることがある。この 
形は，現在分詞なら 「…しながら」「…して」という意味に，過去分詞なら「…されな
がら」「…されて」 という意味になり，分詞は通常，述語動詞と（ A ）で起こってい
ることを表すか，もしくは述語動詞の（ B ）に起こったことを表す。

13　（（ a) とほぼ同じ意味になるように b) と c) に適語を記入））

a) Betty departed for her piano lesson. She was grumbling.
b) Betty departed for her piano lesson ( 　).
c) ( 　), Betty departed for her piano lesson.

14　ニューヨークで暮らしていた私は超高層ビルをごく当たり前のものだと思っていた。

( 　) in New York, I took skyscrapers for granted.

15　平易な英語で書かれていて，このガイドブックはわかりやすい。

( 　) in plain English, this guide is easy to follow.

16　世界最古の木造建造物と言われる東大寺は 1998 年に世界文化遺産に登録された。

( 　) to be the oldest wooden building in the world, Todaiji Temple
was registered as a World Cultural Heritage site in 1998.

17　彼はひどいケガをしていて，歩くことができなかった。

Badly ( i-　), he couldn't walk.
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