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中学３年英語 ３-７ 現在分詞      解説と例題                       実施日  / 

              年  組  番 氏名           

 

１ 次の文の（   ）内から適する語を選び、その語を○で囲みましょう。 

（１）I know the woman ( to play / playing ) the piano in the classroom. 

       私は教室でピアノを弾いている女性を知っています。 

（２）There was a ( man speaking / speaking man ) to some travelers. 

    旅行者に話しかけている男性がいました。 

（３）That ( is sleeping / sleeping ) baby is cute. 

    あの寝ている赤ちゃんはかわいい。 

 

 

めあて「～している□と人や物の状態を説明する表現について理解する」 

☑ 動詞の ing 形（現在分詞）＋ 人や物を表す名詞で、「～している人や物」という意味になります。 

○例  That dancing  girl  is Meg.  あの踊っている女の子はメグです。 

☑「～を」や「～で」などの言葉がある時は、人や物を表す名詞＋動詞の ing 形（現在分詞形）の順番 

になります。意味は「～をしている人や物」となり、名詞を後ろから説明することができます。 

○例  The  boy  playing soccer is Take.  サッカーをしている少年はタケです。 

☑ 現在分詞は文の主語を作ったり、目的語の一部を作ったりします。 

【主 語】 The teacher talking with Kaito is Ms. Cook. カイトと話している先生はクック先生です。 

【目的語】 Look at the boy running over there. 向こうで走っている少年を見なさい。 

☑ 現在分詞は「現在」とあるように、今起きている、進行中であるといったイメージがあります。 

解答・解説 

１ 日本語に注目して文法を判断し、適する語句を考えましょう。 

（１）I know the woman ( to play /  playing  ) the piano in the classroom. 

    【解説】「ピアノを弾いている」女性と、目的語を表す言葉があるので、現在分詞形「playing」 

を用いて、後ろから「woman」を説明します。 

（２）  There was a ( man speaking / speaking man ) to some travelers. 

    【解説】「旅行者に話しかけている」男性と、動詞を修飾する言葉があるので、現在分詞 

「speaking」を用いて、後ろから「man」を説明します。 

（３）That ( is sleeping / sleeping ) baby is cute.  

【解説】「That sleeping baby」で「寝ている赤ちゃん」と主語を作ります。「That is sleeping 

baby」では、「あれは寝ている赤ちゃんです」という文になり、主語を作ることができ

ません。また、文法的にも That is a sleeping baby.と a が必要なので、不適切です。 
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２ 次の日本語に合うように、（  ）に適する語を１語ずつ書きましょう。 

（１） Do you know that student (             ) English at the hall? 

         廊下で英語を話しているあの生徒を知っていますか。 

（２） The girl (              ) a book in the library is Kana. 

図書館で本を読んでいる少女はカナです。 

（３） Look at that (        ) bird. 

飛んでいる鳥を見て。 

３ 次の[  ]内の語を並べかえて、正しい英文を完成させましょう。 

（１）[ with a dog / running / is / the boy / Takeshi ].     

犬と一緒に走っている少年はタケシです。 

                                                         

（２）[ the girl / over there / watching TV / do you know ]? 

あなたは向こうでテレビを見ている少女を知っていますか。 

                                                         

（３）[ the woman / talking / who is / with the students ]? 

生徒たちと話している女性は誰ですか。 

                                                         

解答・解説 

２ 日本語に注目して用いる動詞を考え、適する形にしましょう。 

（１）Do you know that student ( speaking ) English at the hall? 

【解説】英語を「話しているあの生徒」を表すために、話す speak の現在分詞「speaking」を

用いて、後ろから「student」を修飾し「that student speaking English」とします。 

（２）The girl ( reading ) a book in the library is Kana. 

【解説】本を「読んでいる少女」を表すために、読む read の現在分詞「reading」を用いて、

後ろから「girl」を修飾し、「The girl reading a book」とします。 

（３）Look at that ( flying ) bird. 

【解説】「飛んでいる鳥」を表すために、「flying」を用いて、前から「bird」を修飾します。 

解答・解説 

３ 日本語から文法を判断します。現在分詞を置く位置を考え、文の形に応じて並び替えます。 

（１）The boy running with a dog is Takeshi.  

【解説】「犬と一緒に走っている少年」は「The boy running with a dog」となり、主語となります。 

（２）Do you know the girl watching TV over there? 

【解説】「向こうでテレビを見ている少女」は、「the girl watching TV over there」となり、 

「あなたは知っていますか」「Do you know」に対する目的語になります。 

（３）Who is the woman talking with the students?  

【解説】「生徒と話している女性」は、「the woman talking with the students」となります。 

「誰ですか」と尋ねる疑問文なので、「Who」を文の始めに置きます。 
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中学３年英語 ３-7 現在分詞  演習問題１                実施日  ／ 

                年  組  番 氏名              

 

１ 次の日本文に合うように(      )内から適する語を選び、○で囲みましょう。 

 

（１）Look at the girls ( dance / dances / dancing ) over there.    

      向こうで踊っている少女たちを見なさい。 

 

（２）The boy ( talk / talking / talked ) with Satomi is Kaito.   

      サトミと話している少年がカイトです。  

   

（３）Do you know the boy ( play / plays / playing ) video games over there? 

      向こうでテレビゲームをしている少年を知っていますか。 

 

２ 次の文を[    ]内の指示に従って書きかえましょう。    

（例） The boys playing soccer in the park are very famous.  [疑問文に] 

    Are the boys playing soccer in the park very famous?   

 

（１） The girl wearing ribbons is Yuri.  [疑問文に]       

 

                                                         

（２） The boys playing tennis are Yuta and Ken.  [疑問文に]  

 

                                                         

（３）  The boy riding a bike is Takashi.  [否定文に]      

 

                                                         

（４） I know the girl walking the dog.  [否定文に]  

 

                                                         

（５） I know that girl speak to our teacher.  [下線部を正しい形に]   

   

                                                         

（６） The man read a book in the library is Satomi.  [下線部を正しい形に]  
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中学３年英語 ３-７現在分詞  演習問題１解答  

                年  組  番 氏名              

 

１ 次の日本文に合うように(      )内から適する語を選び、○で囲みましょう。 

 

（１）Look at the girls ( dance / dances / dancing ) over there.    

      向こうで踊っている少女たちを見なさい。 

 

（２）The boy ( talk / talking / talked ) with Satomi is Kaito.   

      サトミと話している少年がカイトです。  

   

（３）Do you know the boy ( play / plays / playing ) video games over there? 

      向こうでテレビゲームをしている少年を知っていますか。 

 

２ 次の文を[    ]内の指示に従って書きかえましょう。    

（例） The boys playing soccer in the park are very famous.  [ 疑問文に ] 

    Are the boys playing soccer in the park very famous?   

 

（１） The girl wearing ribbons is Yuri.  [ 疑問文に ]       

 

      Is the girl wearing ribbons Yuri?                             

（２）  The boys playing tennis are Yuta and Ken.  [ 疑問文に ]  

 

      Are the boys playing tennis Yuta and Ken?                     

（３）   The boy riding a bike is Takashi.  [ 否定文に ]      

 

      The boy riding a bike isn’t [is not] Takashi.                     

（４）  I know the girl walking the dog.  [ 否定文に ]  

 

      I don’t know the girl walking the dog.                       

（５）  I know that girl speak to our teacher.  [ 下線部を正しい形に ]   

   

      I know that girl speaking to our teacher.                      

（６）  The man read a book in the library is Satomi.  [ 下線部を正しい形に ]  

 

      The man reading a book in the library is Satomi.                             
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中学３年英語 ３-７現在分詞  演習問題 2                実施日  ／ 

                年  組  番 氏名              

 

１  次の[    ]内の語句を並べかえ意味の通る英文を完成させましょう。文頭の語は大文字で始め 

ましょう。 

（例）[ making lunch / is / in the kitchen / the man / my father ]. 

      台所で昼食を作っている男の人は私の父です。 

       The man making lunch in the kitchen is my father.   

 

（１）[ shooting a video / the woman / Ms. Cook / over there / is ]. 

      向こうでビデオを撮っている女性はクック先生です。 

 

                                                         

（２）[ her mother / is / talking with / Meg / the woman ]. 

      メグと話している女性は彼女のお母さんです。 

 

                                                         

（３）[ is / in the park / Lisa / the girl / jumping rope ]. 

      公園で縄跳びをしている少女はリサです。 

 

                                                         

（４）[ your father / wearing glasses / is / the man ]? 

      眼鏡をかけている男の人があなたのお父さんですか。 

 

                                                         

（５）[ your sisters / are / chocolate / eating / in the car / the girls ]? 

      車の中でチョコレートを食べている女の子たちはあなたの姉妹ですか。 

 

                                                         

（６）[ isn’t / coffee / drinking / my brother / the man / there ]. 

      そこでコーヒーを飲んでいる男の人は私の兄ではありません。 

 

                                                         

（７）[ famous / the boys / aren’t / in the room / dancing ]. 

      その部屋でダンスをしている少年たちは有名ではありません。 
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中学３年英語 ３-７現在分詞  演習問題 2 解答  

                年  組  番 氏名              

 

１  次の[    ]内の語を並べかえ意味の通る英文を完成させましょう。文頭の語は大文字で始めま

しょう。 

（例）[ making lunch / is / in the kitchen / the man / my father ]. 

      台所で昼食を作っている男の人は私の父です。 

       The man making lunch in the kitchen is my father.   

 

（１）[ shooting a video / the woman / Ms. Cook / over there / is ]. 

      向こうでビデオを撮っている女性はクック先生です。 

 

        The woman shooting a video over there is Ms. Cook.                     

（２）[ her mother / is / talking with / Meg / the woman ]. 

      メグと話している女性は彼女のお母さんです。 

 

        The woman talking with Meg is her mother.                          

（３）[ is / in the park / Lisa / the girl / jumping rope ]. 

      公園で縄跳びをしている少女はリサです。 

 

        The girl jumping rope in the park is Lisa.                            

（４）[ your father / wearing glasses / is / the man ]? 

      眼鏡をかけている男の人があなたのお父さんですか。 

 

        Is the man wearing glasses your father?                            

（５）[ your sisters / are / chocolate / eating / in the car / the girls ]? 

      車の中でチョコレートを食べている女の子たちはあなたの姉妹ですか。 

 

        Are the girls eating chocolate in the car your sisters?                    

（６）[ isn’t / coffee / drinking / my brother / the man / there ].   

      そこでコーヒーを飲んでいる男の人は私の兄ではありません。 

 

        The man drinking coffee there isn’t my brother.                         

（７）[ famous / the boys / aren’t / in the room / dancing ]. 

      その部屋でダンスをしている少年たちは有名ではありません。 

 

        The boys dancing in the room aren’t famous.                         


