単元別／実力定着度確認問題〈解答・解説〉
〔第９・１０講／分詞・動名詞〕
１．
(1) The country was nominated as the No.1 place (Ans.③worth revisiting) by
foreign travelers.
・その国は外国旅行をする人々に再び訪れる価値がある一番の国に推挙された。
＊worth doing 「～される価値がある」
(2) She restrained (Ans.③her children from doing) mischief.
・彼女は自分の子どもたちにいたずらをするのをやめさせた。
(3) (Ans.③The matter decided), they started discussing the next issue.
・その件を決議してから、彼らは次の問題を論議し始めた。
※After the matter had been〈was〉decided, they started ～.
→ The matter having been〈being〉decided, they started ～.
(4) You can use a large plastic bottle, (Ans.④with its top) cut off, as a
pot to grow young plants in.
・大きなペットボトルは上の部分を切り取れば若い植物を栽培する容器として
使うことができる。
※with＋名詞＋補語的要素 で、ここでは「条件」として用いている。
①は if the top is (cut off)と if が、②は the top of which is (cut off)、
③は whose top is (cut off)とそれぞれ is が必要となる。
(5) (Ans.③Liking) children the way she does, Sue should become a teacher.
・実際そうであるように子どもが好きなので、スーは教師になるべきだ。
※the way は様態を表す接続詞で、代動詞 does を元に戻すと分詞構文部分は、
Liking children as she likes children となる。
(6) (Ans.③Taken) daily, some vegetables can improve your health.
・毎日摂取すれば野菜のなかには健康を改善することができるものがある。
(7) Sam made it (Ans.④known to) his friends that he didn’t want to work any
longer.
・サムはこれ以上働きたくないということを友達に知らしめた。
(8) Immediately I felt (Ans.①attracted) to the lady who was dressed so
nicely.
・すぐに私は、とても素敵に衣装をまとった女性に心惹かれるのを感じた。

２．
(1) 今年は選挙が行われる見込みはどうだろうか。（１語不足・不足語 being）
What’s [Ans. the chance of there being an election this year ]?
(2) 自らも学ぼうとする意欲のないものは教え甲斐がない。
（１語不足・不足語 worth）
[Ans. Those who are unwilling to learn are not worth teaching ].
(3) あなた方全員に見られていたら作業に集中できません。
（１語不足・不足語 with）
I [Ans. can’t concentrate on my work with all of you watching me ].
※with＋名詞＋補語的要素 で、ここは付帯状況を表す。
(4) 風を背にして自転車をこぐほうがずっと楽だ。（１語不足・不足語 behind）
It’s [Ans. much easier to cycle with the wind behind you ].
※with＋名詞＋補語的要素 で、ここは付帯状況を表す。
behind you は副詞句、あるいは behind 一語で副詞（背後に）であるが、
the wind is behind (you)と、主格補語的に be 動詞の後で用いられている、
ととらえたい。 ex. Don’t come in with your cap on.
副詞（身につけて）
３．
(1) One should finish a meal feeling one could eat a little more.
Ans.もう少し食べられると感じるくらいで食事を終えるべきである。
※feeling 以下は分詞構文（付帯状況）「～しながら」
(2) The big earthquake shook the Hanshin district, causing great damage to
its structure and inhabitants.
Ans.大きな地震が阪神地区を揺るがし、その構造物や住人たちに多大な損害を
引き起こした。
※causing 以下は分詞構文（付帯状況）：causing ～ ⇒ and it caused ～
(3) Researchers confirm that, other things being equal, the more children
watch television, the worse they do in school.
Ans.研究者たちは、他の条件が同じなら子どもたちがテレビを見れば見るほど
学校での成績が悪くなると認めている。
※other things being equal は独立分詞構文（条件）
→ if other things are equal

