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【分詞と間接疑問文】 

★ポイント 

【分詞】 

分詞には現在分詞と過去分詞があります。 

現在分詞は ing 形で、「今やっていること」を指します。 

過去分詞は基本的に動詞に edをつけた形ですが、不規則に変化するものもあります。 

意味は「…される」という受身になります。 

 

分詞は単独で名詞を修飾するときは名詞の前に置き、他の語を伴うときは名詞の後に起き

ます。 

＊Look at the running girl. → 「その走っている女の子を見て」 

＊Look at the girl running over there. → 「向こうで走っているその女の子を見て」 

下の文は over there があるため、runningは名詞の後ろにきています。 

＊This is the broken window. → 「これは壊された窓です」 

＊This is the window broken by him. → 「これは彼によって壊された窓です」 

下の文は by him があるため、brokenは名詞の後ろにきています。 

 

【間接疑問文】 

通常、疑問詞を使った疑問文は疑問詞+疑問形の形をとります。 

＊Where do you live? → 「あなたはどこに住んでいますか？」 

しかし、疑問詞の前に何か文が入ると、疑問詞のあとは肯定文の語順になります。 

＊I don’t know where you live? → 「私はあなたがどこに住んでいるかわかりません」 

これを「間接疑問文」といいます。 

 

★分詞と間接疑問文 100 本ノック 

 

1. 私はその走っている少女を知っている。 

I know the running girl. 

 

 



2. ユミによって作られたケーキはおいしい。 

The cake made by Yumi is delicious. 

 

3. あなたは手紙を書いているその男性を知っていますか？ 

Do you know the man writing a letter? 

 

4. 私はあなたが何を買ったか知りたい。 

I want to know what you bought. 

 

5. 私はマイクがいつ来るのか知らない。 

I don’t know when Mike comes. 

 

6. 私は英語で書かれた本を読んだ。 

I read the book written in English. 

 

7. テニスをしている少女は私の妹です。 

The girl playing tennis is my sister. 

 

8. あなたはケンがどこに住んでいるか知っていますか？ 

Do you know where Ken lives? 

 

9. 彼女の誕生日がいつか教えて下さい。 

Please tell me when her birthday is. 

 

10. これは壊れた（壊された）時計です。 

This is the broken watch. 

 

11. 私は誰があの窓を壊したのかを知りたい。 

I want to know who broke that window. 

 

12. あなたが CD をいくつ持っているか教えて下さい。 

Please tell me how many CDs you have. 

 

13. ステージの上で踊っている少年はケンです。 

That boy dancing on the stage is Ken. 

 



14. 装飾された絵があります。 

There is a decorated picture. 

 

15. あなたはこの家に誰が住んでいるか知っていますか？ 

Do you know who lives in this house? 

 

16. あの話している女の子は誰ですか？ 

Who is that talking girl? 

 

17. あなたはあの角に立っている男の人が見えますか？ 

Can you see the man standing by the corner? 

 

18. あなたがどのように勉強するか教えて下さい。 

Please tell me how you study. 

 

19. 私はいつ学校に行くべきか教えて下さい。 

Please tell me when I should go to school. 

 

20. あの歌っている女性は私の友達です。 

That singing woman is my friend. 

 

21. 私は有名なライターに書かれた本を彼にあげました。 

I gave him the book written by famous writer. 

 

22. これは昨日の地震で壊れた窓です。 

This is the window broken by earthquake yesterday. 

 

23. 彼らがどこでサッカーするかわかりません。 

I don’t know where they play soccer. 

 

24. あなたはいつこの映画が始まるかを知っていますか？ 

Do you know when this movie starts? 

 

25. 彼はこのイスがいくらかを知っていますか？ 

Does he know how much this chair is? 

 



26. 海で泳いでいるその少年は私の弟です。 

The boy swimming in the sea is my brother. 

 

27. 私は彼女にどの辞書を買うべきか尋ねるつもりです。 

I will ask her which dictionary I should buy. 

 

28. 私はトムと呼ばれている男の子が好きです。 

I like the boy called Tom. 

 

29. 私はこの車が誰のものか知っています。 

I know whose this car is. 

 

30. 私は彼が何を持っているのか知っています。 

I know what he has. 

 

31. 有名な作家によって書かれたその本は人気があります。 

The book written by a famous writer is popular. 

 

32. 京都はたくさんの人が訪れる都市です。 

Kyoto is a city visited by a lot of people. 

 

33. 私は彼女がどうやって学校に行くのか知りません。 

I don’t know how she goes to school. 

 

34. 私はあの建物が何か知っています。 

I know what that building is. 

 

35. 彼はこれが誰のサイフか知っています。 

He knows whose wallet this is. 

 

36. あなたはマイクがなぜ遅れたのか知っていますか？ 

Do you know why Mike was late? 

 

37. あなたは今何時か知っていますか？ 

Do you know what time it is now? 

 



38. 彼女はその木の下に立っている男の人を見た。 

She saw a man standing under the tree. 

 

39. 私はイタリアで作られた車が欲しい。 

I want a car made in Italy. 

 

40. 彼女がなぜそう言ったのか私は知らない。 

I don’t know why she said so. 

 

41. 彼らはお父さんによって撮られた写真を持っていた。 

They had a picture taken by their father. 

 

42. あなたはベンチの上で眠っているあの猫を知っていますか？ 

Do you know that cat sleeping on the bench? 

 

43. スーパーで彼が何を買ったのか私は覚えていない。 

I don’t remember what he bought at the supermarket. 

 

44. これが誰のノートか私に教えて下さい。 

Please tell me whose notebook this is. 

 

45. いつあなたが出発するか、彼女に教えてあげたいです。 

I want to tell her when you will leave. 

 

46. 私は犬と一緒に走っているあの女の子を知りません。 

I don’t know that girl running with a dog. 

 

47. 私が誰なのかをリサは知っています。 

Lisa knows who I am. 

 

48. あなたが何を考えているのか、彼に教えてあげてください。 

Please tell him what you think. 

 

49. あなたはその木のそばで何か食べている動物が見えますか？ 

Can you see the animal eating something by the tree? 

 



50. あなたがどんな言語を話せるのかを私に教えて下さい。 

Please tell me what languages you can speak. 

 

51. 日本で話されている言語は日本語です。 

The language spoken in Japan is Japanese. 

 

52. あなたが次にいつ来るか、私に教えて下さい。 

Please tell me when you will come next. 

 

53. 私たちは日の出（the rising sun）を見るために早起きしました。 

We got up early in the morning to see the rising sun. 

 

54. サトルは私に何がほしいかと尋ねました。 

Satoru asked me what I wanted. 

 

55. このカップを沸騰しているお湯で満たしなさい。 

Fill this cup with boiling water. 

 

56. 警察は盗難車を発見しました。 

The police found the stolen car. 

 

57. 何時に電車が出るか知っていますか？ 

Do you know what time the train will leave? 

 

58. その大工（carpenter）は壊されたドアを修理しました。 

The carpenter repaired the broken door. 

 

59. どうやったらこの問題が解けるのかわかりません。 

I have no idea how I can solve this problem. 

 

60. ソファに座っている少年は誰ですか？ 

Who is the boy sitting on the sofa? 

 

61. 誰がこの窓を割ったのか、私に言いなさい。 

Tell me who broke this window. 

 



62. 船の上で手を振っている女の子はミカです。 

The girl waving her hand on the ship is Mika. 

 

63. どちらの電車が空港まで行くか、わかりますか？ 

Do you know which train goes to the airport? 

 

64. あなたがこの本を好きかどうか、教えて下さい。 

Please tell me if you like this book. 

 

65. あのスーパーで売られている果物や野菜は新鮮です。 

The fruits and vegetables sold at that supermarket are fresh. 

 

66. 私は何のスポーツが好きだと思いますか？ 

What sports do you think I like? 

 

67. 私はスイス（Switzerland）で作られた時計が欲しい。 

I want a watch made in Switzerland. 

 

68. 彼らはどちらのチームが勝つと信じていますか？ 

Which team do they believe will win the game? 

 

69. マイクは何時に到着する予定だと言っていましたか？ 

What time did Mike say he would arrive? 

 

70. 英語で書かれたその本はとても難しかった。 

The book written in English was very difficult. 

 

71. 図書館で勉強しているあの生徒たちは彼女のクラスメイトです。 

Those students studying in the library are her classmates. 

 

72. 彼によって撮られた写真はとても美しかった。 

The picture taken by him was very beautiful. 

 

73. この学校で使われているコンピュータは高価ではない。 

The computers used in this school aren’t expensive. 

 



74. 私たちは彼が何歳かを知っています。 

We know how old he is. 

 

75. これが何なのか教えていただけますか？ 

Could you tell me what this is? 

 

76. 向こうで何か書いているあの女性は誰ですか？ 

Who is that woman writing something over there? 

 

77. 私の叔母によって作られたケーキはとてもおいしい。 

A cake made by my aunt is very cute. 

 

78. あなたは自分が何を言ったか覚えていますか？ 

Do you remember what you said? 

 

79. 私はそれが誰の自転車か覚えていません。 

I don’t remember whose bike it is. 

 

80. どちらの道を行くべきか私たちは知らない。 

We don’t know which way we should go. 

 

81. 私はこの部屋で昼食を食べているその女性を見ました。 

I saw the woman eating lunch in this room. 

 

82. あなたがどちらのご出身か、お聞きしてもいいですか？ 

May I ask you where you are from? 

 

83. あなたは彼らがいくらお金を持っていたか覚えていますか？ 

Do you remember how much money they had? 

 

84. 向こうで泳いでいるその犬は私のです。 

The dog swimming over there is mine. 

 

85. あれは彼らが毎日訪れるお店です。 

That is a shop they visit every day. 

 



86. 誰がこの物語を書いたのか、私たちに教えていただけますか？ 

Could you tell me who wrote this story? 

 

87. なぜそれを買ったのか私に教えて下さい。 

Please tell me why you bought it. 

 

88. 彼はこれが誰のコンピュータかを知りたがっている。 

He wants to know whose computer this is. 

 

89. あなたは、父がいつここにいたか知っていますか？ 

Do you know when my father was here? 

 

90. 彼女がそのパーティに行くかどうか知っていますか？ 

Do you know if she will go to the party? 

 

91. 閉じられたドアを開けないで。 

Don’t open the closed door. 

 

92. あなたは自分の名前が呼ばれるのを聞きましたか？ 

Did you hear your name called? 

 

93. 興奮した男たちが車を破壊した（crush）。 

Excited men crushed a car. 

 

94. 彼らがどこに戻ってくることをあなたは希望しますか。 

Where do you hope they will come back? 

 

95. 飛行機に泣いている赤ちゃんがいた。 

There was a crying baby on the plane. 

 

96. 彼が仕事をいつ終えるのか私にはわからない。 

I don’t know when he will finish his work. 

 

97. ケイトに話している男は誰？ 

Who is the man talking to Kate? 

 



98. その盗まれたお金は警察によって見つけられた。 

The stolen money was found by the police. 

 

99. ワクワクする試合だった。 

It was an exciting game. 

 

100. 会議室がどこにあるかわかりません。 

I’m not sure where the meeting room is. 


