
頻出分詞形容詞一覧

《分詞形容詞について》

分詞とは『「動詞」と「形容詞」の性質を”分かち”持つ”詞(ことば)”』という意

味ですが、分詞の中には、動詞的性格を失い 100％形容詞として働くようにな

ったものもあります(辞書にも形容詞として紹介されている)。このような分詞の

ことを「分詞形容詞」と言います。

簡単な例をあげると tired(疲れた)や、charming(魅力的な)、thrilling(スリルに飛

んだ)、handmade(手作りの)、heartwarming(心温まる)などがそうです。

他にも surprising(驚くべき)、depressing(陰気な、重苦しい)や damaging(有害な)
など、「感情」「被害」を表す動詞の分詞形の多くも分詞形容詞になります。

この分詞形容詞の中には、日本人には意外に思える意味になるものもあります。

頻出の語をあげてみましょう。

⒈ ーed型。

accustomed
①「いつもの、例の」

(ex) his accustomed seat
彼のいつもの

②[be accustomed to A/doing～]「Ａ/～することに慣れている」

(ex) Bill is accustomed to hard work.
ビルはつらい仕事に慣れている

accomplished
①「熟達した」

(ex) an accomplished musician
音楽の大家

②「教養のある、才芸のある」
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(ex) an accomplished young lady
教養を身に付けた若い女性

acquired
①「(個人的努力によって)習得した」

(ex) an acquired trait
習性、後天的な特性

②「(遺伝的に対して)後天的に得た」⇔ inborn, innate「生まれつきの」

(ex) an acquired immune deficiency syndrome
後天性免疫不全症候群、エイズ

affected
「きどった、わざとらしい、不自然な」

(ex) with affected manners
気取った態度で

aged
「年老いた」

(ex) an aged man
老人

 agingも「(非常に)年老いた」という意味になる。

(ex) an aging society
高齢化社会

an aging population
老人人口

agonized
「苦痛に満ちた、懸命な」

(ex) an agonized effort
死に物狂いの努力
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air-conditioned
「空調のきいた、エアコンの付いた」

(ex) an air-conditioned room
空調のきいた部屋

appointed
「指定された、約束した」

(ex) at the appointed time
約束の時間に

armed
「武装した、武器使用の」 ⇔ unarmed「非武装の」

(ex) an armed robber
武器を持った強盗

an armed conflict
武力衝突

an unarmed policeman
丸腰の警官

ashamed
「恥ずかしい」

(ex) I was ashamed of my ignorance.
私は自分の無知が恥ずかしかった

I am ashamed to say I failed (in the exam).
お恥ずかしいことですが不合格でした

assured
①「保証された、確実な」

(ex) an assured income
確実な収入

②「自身のある、自信満々の」

(ex) She looks very assured.
彼女は自信たっぷりに見える
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attached
①「(～に)愛着のある、慕っている」

(ex) The girl was deeply attached to her aunt.
少女は叔母をとても慕っていた

②「(～に)くっついた、付属の」

(ex) an attached school
付属学校

beloved
①「最愛の、かわいい」

(ex) his beloved daughter
彼の愛娘(まなむすめ)

②「(～に)愛されて」

(ex) a boy greatly beloved by[of] everybody
みんなにとても愛されている少年

bound
 be bound to do[原形]～の形で用いられる。boundは、元々 bind(縛る・拘束する)

の過去分詞形であり、be bound to do[原形]～は「～するように縛られて[拘束さ

れて]いる」が原義。そこから以下のように意味が広がった。

①「(人・物・事が)必ず～するだろう[に違いない]」
(ex) His plan is bound to fail.

彼の計画はきっと失敗するよ

The wedding is bound to be in Jun.
結婚式は６月のはずだ

②「(人が)～する義務がある」

(ex) You are bound by the rules to attend the ceremony.
あなたは規定によりその式典に出席する義務があります

③「(人が)～することに決めている」

(ex) I’m bound to go there whatever he says.
彼が何と言おうと私はそこに行くことに決めています
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chilled
「冷えた、冷蔵した」

(ex) chilled beef
冷蔵牛肉、チルドビーフ

civilized
①「文明化した、教化された、文明人の」⇔ barbarous
(ex) a civilized life

文化的生活

②「品の良い、礼儀正しい、教養のある」

(ex) civilized behavior
行儀の良い態度

complicated
①「こみ入った、複雑な」 =intricate
(ex) a complicated machine

複雑な機械

②「解きにくい、わかりにくい」

(ex) a complicated problem
難問

decayed
「腐った衰退した」

(ex) a decayed tooth
虫歯

deceased
「(最近)死んだ」 =dead, departed
「故…」

(ex) my deceased father
私の亡父
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departed
①「過ぎ去った」

(ex) departed glories
過去の栄光

②「亡くなった、他界した」 =dead
(ex) my departed father

私の亡き父

deprived
「(人・境遇などが)貧しい、(住宅・施設・職業などに)恵まれない、困窮している」

(ex) a deprived childhood
恵まれない子供時代

a deprived area
貧困地域

deserted
①「見捨てられた」

(ex) a deserted child
捨て子

②「人の住まない、人通りの絶えた」

(ex) a deserted village
さびれ果てた村、廃村

a deserted street
人通りの絶えた通り

detailed
「詳細な」

(ex) make a detailed explanation
詳しく説明する

He gave us a detailed account of the accident.
彼はその事故を詳細に説明してくれた
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determined
「決然とした、断固たる」 =resolved
(ex) a determined look

決然たる表情

devoted
=dedicated

①「熱愛している」

(ex) a devoted husband[wife]
愛情の深い夫[妻]

②「献身的な、忠実な」

(ex) a devoted friend
忠実な友人

③[be devoted to A(物･事)]「Ａに専心[没頭]している」

(ex) Tom is devoted to reading mystery novels.
トムは推理小説を読むのにふけっている

people dedicated to political change
政治の改革に専念している人々

endangered
「絶滅に瀕している」

「危うくなった」

(ex) an endangered species
絶滅危惧種(の動[植]物)

fixed
①「(物が)固定した、動かない、据え付けられた」

(ex) fixed seats
据え付きの座席

②「(考え・意見などが)変わらない、確固とした」

(ex) a fixed idea
固定観念

③「(表情・視線が)変わらない」

(ex) a fixed stare
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凝視

④「(価格・日時などが)変わらない、決まっている」

(ex) fixed assets
固定資産

a fixed deposit
定期預金

a fixed income
固定収入

fixed expression
決まり文句

gifted
=talented

「生まれつき才能のある、天分のある」

(ex) a gifted guitarist
天分のあるギタリスト

He is talented at learning languages.
彼は語学習得に才能がある

hurried
「大急ぎの、あわてた」

「あわただしい」

(ex) a hurried reply
大急ぎで書いた返事

a hurried trip
あわただしい旅行

ill-mannered
「行儀の悪い、無作法な」

(ex) an ill-mannered child
行儀の悪い子供
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informed
①「知識[学識]のある、見聞の広い、消息通の」

(ex) a well-informed person
もの知り[教養ある人]、消息通

informed sources
消息筋事情通

②「知識のいる[を用いた・に基づいた]」
(ex) an informed guess

詳しい情報に基づく推測

informed consent
(手術前などにおける)医師の十分な説明によって得た知識に基づく(患者の)同意

inclined
 be inclined to do[原形]～の形で用いられることが多い。

①「～したいと思う[気がする]」 =feel like doing～
(ex) I’m not inclined for[to do, toward doing] anything today.

今日は何にもする気にならない

Didn’t you ever feel inclined to get away from it all?
何もかも捨てて逃げ出したいと思ったことはありませんか

②「(性格・体質的に)傾向がある」 =tend to do[原形]～
(ex) Some people are inclined to put on weight in autumn and winter.

秋や冬に体重が増える傾向の人もいる

inspired
①「霊感を受けた」

(ex) an inspired poem
霊感を受けて書いた詩

②「すばらしい、見事な」

(ex) an inspired performance[speech]
見事な演技[演説]
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intended
①「意図された、故意の」

(ex) The measures failed to produce[have] the intended effect.
その措置は所期の効果を挙げられなかった

②「予定された、将来の」

(ex) the minister’s intended visit to France
大臣の予定されているフランス訪問

involved
①「込み入った、複雑な」 =complicated
(ex) an involved problem

複雑な問題

②[名詞+involved]「(事件などに)関係のある」

「(主義・運動に)打ち込んだ、参加した」

(ex) the people involved
関係者たち

③[be[get] involved]
「(～に)巻き込まれて、首を突っこんで」

(ex) He was involved in debt[a conspiracy].
彼は借金で首が回らなかった[陰謀に巻き込まれていた]

「(～と)掛かり合いがあって、関係して」

(ex) He got involved with a motorcycle gang.
彼は暴走族と掛かり合いをもつようになった

「(～に)熱中して、夢中になって」

(ex) He’s very involved in his work.
彼はすっかり仕事に熱中している

Jack is involved with his girlfriend.
ジャックはガールフレンドといい仲になっている

isolated
①「孤立した、隔離された」 =alone, solitary
(ex) an isolated house

(他の家々から遠く離れた)１軒家

an isolated island
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孤島

②「例外的な」

(ex) an isolated example
例外的なケース

,
learned 発音注意。[lə: nid(ﾗｰﾆド)]

①「学識のある」

「(～に)通じている」 ⇔ ignorant
(ex) a learned man

学者

He is learned in the law.
彼は法律に明るい

②「学問的な、学術的な」

(ex) a learned book
学術書

a learned society
学会

led
「影響[支配・指導]される、引っぱられる」

(ex) He is simple and easily led.
彼は単純で人の意見に左右されやすい

 lead(導く、引いていく)の過去分詞に由来。〇〇-ledで「〇〇主導の、

〇〇の影響を受けた」という意味になる。military-ledは「軍主導の」。

manned
「(宇宙船が)乗組員のいる、有人の」

(ex) a manned spacecraft
有人宇宙船

反意語は unmannedで「無人の」。an unmanned spacecraftは「無人宇宙船」。
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marked
①「著しい、目立つ」

(ex) a marked difference
著しい差異

show a marked increase[decrease]
著しく増加[減少]する

②「注意されている」

(ex) a marked man[woman]
注意人物

〇〇-minded
①「○○の気質の[な考え方をする]」
(ex) high-minded

(心の)高潔な

evil-minded
邪悪な心の

a traditionally minded Japanese
伝統的な考え方をする日本人

an open-minded attitude
あけっぴろげな態度

②「○○に関心のある」

(ex) mechanically-minded
機械いじりの好きな

politically minded
政治志向の

a car-minded man
車に夢中の人

a food-minded man
食い道楽(の人)

mixed
①「混じり合った、混成の、雑多の、五分五分の、功罪相半ばする」

(ex) mixed fruits
果物の詰め合せ
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mixed emotions
複雑な感情

②「男女混合の、共学の」

(ex) a mixed school
男女共学の学校

a mixed chorus
混声合唱(団)

moon-faced
「丸顔の」

organized
「組織化された、計画された」

「準備の整った」

(ex) a well-organized party
よく準備されたパーティー

organized crime
組織的犯罪

Their office is well organized.
彼らの会社は能率的に組織化されている

a highly organized person
仕事を非常にてきぱきとやる人

Two month after moving in he was getting organized.
引っ越して来てから２カ月経って、彼は生活が軌道に乗ってきた

over-populated
「人口過剰の、過密な」

prejudiced
=biased

「偏見のある、先入観を持った」

(ex) a prejudiced opinion
偏見
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prolonged
「長引いた、長期の」 =long
(ex) a prolonged illness

長わずらい

You had better not take this medicine over a prolonged period without
professional guidance.
専門家の指導なしにこの薬を長い期間摂取しないようにしなさい

removed
「(～から)かけ離れた、隔たった」

(ex) a town removed from the capital
首都から離れた町

His statement is far removed from the truth.
彼の発言は真実からかけ離れている

renowned
「(～として)有名な」

(ex) He is renowned as a movie star.
彼は映画スターとして有名である

reserved
①「(人・性格が)遠慮がちな、打ち解けない、無口な」

(ex) My son is reserved with[among] strangers.
うちの息子は人見知りをする

in a reserved manner
遠慮して[がちに]、よそよそしく

②「予約した、貸し切りの」

(ex) a reserved car
(列車の)貸切車両

a reserved seat
予約[指定]席
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scattered
①「ばらばらの、散在した」

(ex) a scattered family
離散した一家

a scattered village
人家まばらな村

scattered houses
点在する家

②「時折りの、散発的な」

(ex) scattered showers
散発的な夕立

short-sighted
反意語は longsighted[farsighted] で「①遠視の、遠目のきく ②先見の明のある」。

同意語は near-sighted。
①「近眼の」

②「近視眼的な、先見の明がない」

skilled
①「熟練した、巧妙な」 =skillful
(ex) skilled hands[workers・workmen]

熟練工

The politician is skilled in speech.
その政治家は話が上手だ

②「(仕事などが)特別な技術[わざ]を要する」

(ex) Bricklaying is a skilled job.
れんが積みは技術を要する仕事だ

stated
①「定まった、規定の」

「定期の」

(ex) at a stated time
所定の時間に、定刻に
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at a stated price
定価で

②「公表[明言]された」

類語の overstatedは「誇張して述べられた」。understatedは「控えめに述べら

れた」。

suntanned
「(健康的に)日焼けした」

(ex) suntanned skin
日焼けした肌

varied
①「さまざまの[な]、種々の」 =various
(ex) varied collection of stamps

さまざまな切手のコレクション

a man of varied accomplishments
多芸の人

②「変化に富んだ」

(ex) live[lead］a varied life
変化に富んだ生活をする

〇〇-willed
「〇〇な意志を持った、意志が〇〇の」

(ex) weak[strong]-willed
意志の弱い[強い]
He is an iron-willed man.
彼は鉄の意志を持った男だ
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⒉ーing型。

abiding
「終わることのない、永続的な、不変の」 =lasting
(ex) an abiding friendship

永久に変わらない友情

absorbing
「夢中にさせる(ような)、非常に面白い」 =very interesting
(ex) an absorbing story

我を忘れるほど面白い物語

 be absorbed in Aで「(人が)Ａに夢中になっている」も頻出語法。

(ex) He was absorbed in the book.
彼はその本に夢中だった

admiring
「賞賛[感嘆・敬服]する、ほれぼれする」

(ex) admiring glances[looks]
感嘆のまなざし[表情]
an admiring crowd
感心して見とれる群衆

alarming
「(物事が)心配な、切迫した、気がかりな」

(ex) an alarming increase in crime
犯罪の憂慮すべきほどの増加

at an alarming rate
気がかりな割合で

amazing
=surprising, startling, astonishing, astounding

「びっくりするような、驚くほどの」

(ex) The car went at an amazing speed.
その車はびっくりするようなスピードで走った
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amusing
=entertaining, pleasing, pleasant

「(話・出来事などが)面白い、楽しい」

(ex) The story she told me was highly amusing.
彼女が私に語ってくれたお話しはとても面白かった

annoying
「イライラさせる、腹立たしい、迷惑な」 annoyedは「(人・表情が)イライラ

「うるさい、わずらわしい」 した」。

(ex) annoying delays (ex) an annoyed look
はた迷惑な遅れ いらいらした顔

an annoying little boy
うるさい男の子

How annoying!
なんてうるさいんだ

appalling
①「ぞっとするような、恐ろしい」 =dreadful
(ex) an appalling sight[accident]

見るも恐ろしい光景[事故]
②「とてもひどい」 =very bad
(ex) This is an appalling waste of time.

これはひどい時間の無駄だ

My wife is an appalling cook.
妻は料理が恐ろしく下手だ

appealing
①「哀願的な、人の胸に訴える」

(ex) an appealing look[tone]
訴えるような目つき[口調]

②「人(の心)を引きつけるような、魅力的な」

(ex) an appealing smile
魅力的な微笑

－１８－

「頻出分詞形容詞一覧」



appetizing
「食欲をそそる、うまそうな」

(ex) an appetizing smell
うまそうなにおい

bewildering
=perplexing, confusing, embarrassing, puzzling

「当[困]惑させるような、ややこしい」

(ex) a bewildering question
めんどうな[答えにくい]質問

boring
「(人を)退屈させるような」  boredは「(人が)退屈した」。

(ex) a boring movie
うんざりするような映画

How boring！
退屈だなぁ！

calculating
①「計算用の」

(ex) a calculating machine
計算器 =calculator

②「抜け目のない、打算的な」 =scheming
(ex) Our boss is a cold, calculating man.

うちの上司は冷たい計算ずくの男だ

caring
①「世話[介護]をする」

(ex) the caring professions
福祉関係の職業

具体的には「看護婦・社会福祉士」など。

a caring community
福祉社会
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②「(他人に)思いやりのある、面倒見のよい」 =loving
(ex) a caring attitude

思いやりのある態度

a caring wife
めんどう見のいい妻、世話(好きな)女房

catching
①「うつる、伝染性の」

(ex) His enthusiasm is catching.
彼の熱意は人から人へと広がっていく

a disease that is catching
伝染病

②「人目を引く、魅力のある」 =catchy

challenging
①「挑戦的な、人の能力を試す」

「骨の折れる、大変な、苦しい」

(ex) a challenging game
挑戦試合

a challenging course
難しいコース[科目]
Water supply is one of our most challenging problems.
給水は最も厄介な問題の１つだ

②「意欲をそそる、やりがいのある、興味をかき立てる、深く考えさせる」

(ex) a challenging job
やりがいのある仕事

a challenging suggestion
意欲をそそる提案

③「挑発的な」

「(個性・表情などが)魅惑[魅力]的な」

(ex) a challenging smile
誘うような微笑
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a challenging attitude
挑発的な姿勢

choking
「息苦しい(ほどの)」
「(声が)感情で詰まった」

(ex) a choking cloud of smoke
息が詰まるようなもうもうたる煙

coming
①「次の、来たるべき」 =next
(ex) this coming Wednesday

今度の水曜日

the coming generation
次の世代

②「有望な、今売り出し中の」

(ex) a coming young man
売り出し中の[将来有望な]若者

compelling
①「強制的な、やむにやまれぬ、説得力のある、納得できる」

(ex) a compelling argument[reason]
説得力のある議論[理由]
There must have been compelling reasons behind her suicide.
彼女の自殺には、よくよくの事情があったに違いない

②「(演奏・絵・映画などが)人を引きつける、魅力がある」

「賞賛[感動]させずにはおかない」

(ex) The actor’s looks are compelling to women.
その俳優のルックスには女たちにって魅力的だ

a compelling smile
思わずつり込まれる微笑
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confusing  confusedは「(人・表情が)混乱した、まごついた」。

「(話・物事が)頭を混乱させるような、とんちんかんな」

(ex) a confusing statement[message]
とんちんかんな陳述[メッセージ]

convincing
「(話し手・議論が)説得力のある」 =persuasive
「いかにももっともらしい」

(ex) a convincing argument
人を納得させる[なるほどと思われる]議論

a convincing lie
いかにももっともらしいうそ

crushing
「圧倒的な、決定的な」

(ex) a crushing defeat
大敗北

cunning
①「ずるい、悪賢い」

(ex) a cunning trick
こうかつな策略

She is as cunning as a fox.
彼女はキツネのようにずるい

②「(子供・小動物などが)かわいらしい」

(ex) a cunning baby
かわいらしい赤ん坊

cutting
①「鋭利な」

(ex) a cutting edge
鋭利な刃
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②「身を切るような

(ex) a cutting wind
身を切るような風

③「痛烈な、辛辣な」

(ex) a cutting irony[joke]
辛らつな皮肉[冗談]

damaging
「損害を与えるような、有害な、不利な」

(ex) damaging evidence
不利な証拠

daring
「大胆な、勇敢な」

「ずうずうしい」

(ex) a daring enterprise
大胆な企て

He is daring enough to swim across the channel.
彼は海峡を泳いで渡るくらい向う見ずな人間だ

demanding
「(人が)過度に要求する、不当な要求をする」

「(仕事などが)過大の労力を要する」

(ex) a demanding job
きつい仕事

a demanding teacher
厳しい教師

demeaning
「(仕事などが～にとって)屈辱的な[はずべき]」
「(行為などが)その人の価値を下げるような」

(ex) It was demeaning for Jim to betray his colleague.
同僚を裏切ることはジムにとって恥ずべきことだった

a demeaning task
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屈辱的な仕事

depressing
「気をめいらせる(ような)、重苦しい、陰気な」

(ex) depressing news
憂うつな[暗い]知らせ

depressing mountain of paperwork on top of my desk
机にうんざりするほど積み上げられた書類

despairing
「絶望している、やけになった」

(ex) a despairing cry
絶望的な叫び声

devastating
「破壊的な」

「(報道・批評などが)致命的打撃を与える、手厳しい」

(ex) a devastating earthquake
壊滅的な打撃を与えた地震

disappointing  disappointedは「(人が)がっかりした、落胆した」。

「(物事が)がっかりさせるような、期待外れの、つまらない」

(ex) Disappointing sales has left our company short of cash.
売上げが思わしくないので我が社は現金不足になった

disgusting  disgustedは「(人が)うんざりした、嫌気のする」。

「むかつくような、胸が悪くなる」 =sickening, very displeasing
「全く嫌な、不快な」

(ex) What a disgusting smell!
なんて嫌な臭いなんだ

Her table manners are disgusting.
彼女のテーブルマナーは全く不快だ[気に食わない]
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distracting  distractedは「(人・表情が)取り乱した、狂ったような」。

「気を散らすような、(人を)悩ます、混乱させる」

(ex) Don’t make distracting noise; I’m studying.
気を散らすような音を立てるな。勉強中だ

distressing
=harassing

「苦悩を与えるような、悲惨な、痛ましい」

(ex) distressing news
痛ましい知らせ

disturbing
「(人を)不安にさせるような、気になる」

「不穏な」

(ex) a disturbing report[news]
心配な報告[知らせ]

drowning  drownedは「溺死した」。a drowned bodyは「溺死体」。

また be drowned in Aで「Ａにふける[夢中になる]」という用法もある。

「溺れかかっている」  drowningはまだ生きていることを意味する。

(ex) A drowning man will catch at a straw.
おぼれる者はわらをもつかむ

dying  deadは「死んだ、死んでいる」。dyingはまだ生きていることを意味する。

①「死にかかっている」

(ex) a dying man 。

瀕死の人

②「死に際の、臨終の」

(ex) his dying words[bed]
彼の遺言[臨終の床］

I’ll never forget your kindness to my dying day.
あなたのご親切は死ぬまで忘れません

③「暮れかかった(日・年)」
「滅びかけている」
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「消え入りそうな」

(ex) the dying year
暮れ行く年

a dying flame
消えそうな炎

embarrassing  embarrassedは「①(人が)当惑した、決まりが悪い②お金に困った」。

「人を困らせるような、きまり悪がらせる、厄介な」

(ex) an embarrassing question
気まずい質問

enchanting
「魅惑的な、ほれぼれするような、非常に美しい」

(ex) an enchanting smile
魅惑的な笑み

encouraging
「(人を)元気づける、励みになる、心強い」

(ex) an encouraging review[message]
励ましになる書評[メッセージ]
It is encouraging to see the employees working so hard.
従業員が一生懸命働いているのを見ると頼もしい

enduring
「長続きする、永続性のある、不朽の」 =(ever)lasting, eternal
(ex) enduring peace

恒久の平和

enduring fame
不朽の名声

He swore enduring love.
彼は変わらぬ愛を誓った

enlightening
「啓発的な」
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「(問題点などを)はっきりさせる」

(ex) an enlightening speech
啓発的なスピーチ

That’s an enlightening remark.
そう言われると良く分かる

entertaining
「愉快な、面白い」

(ex) Nancy is very entertaining to talk to.
ナンシーは話をするととても面白い

epoch-making
「画期的な」

(ex) an epoch-making discovery
画期的な発見

lasting
「(普通以上に)長続きする、耐久力のある」 =durable
「永続的な、永久の」

(ex) a lasting friendship
永遠の友情

a lasting peace
恒久平和

a lasting color
いつまでもあせない色

exhausting
「心身を疲れさせる(ような)」 =very tiring
(ex) an exhausting sport

消耗の激しいスポーツ

 exhaustedは「①(人・表情が)疲れ果てた②使い尽くされた、枯渇した」。

(ex) He looks exhausted.
彼はへとへとのようだ

－２７－

「頻出分詞形容詞一覧」



an exhausted field
(使いすぎて)やせてしまった畑

eye-catching
「人目を引く」

(ex) an eye-catching advertisement
人目を引く広告

fascinating
「魅惑的な、うっとりさせる、非常に美しい」

(ex) a fascinating girl
魅惑的な少女

frightening
「ぎょっとするような、驚くべき、恐ろしい」

(ex) a frightening scene
驚くべき光景

good-looking
「量[顔立ち]のよい」 =handsome

(ex) a good-looking guy
イケメン

growing
「増大[加]する、発展中の」

(ex) There’s a growing tendency among scientists to accept his theory.
科学者の間では、彼の学説を採り入れようとする傾向が強まっている

humiliating
「屈辱的な、不面目な、(人に)恥をかかせるような」

(ex) a humiliating experience
屈辱的な経験
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increasing
「ますます増える」

(ex) An increasing number of people are giving up smoking.
たばこをやめる人の数がますます増えている

increasing traffic
日に日にふえる交通量

the increasing age
寄る年波

infuriating
「非常に腹立たしい、しゃくにさわる」

(ex) the infuriating inefficiency of the Government
腹立たしいほどの政府の無能ぶり

inquiring
①「[良い意味で]好奇心の強い、知識などを求める」

(ex) an inquiring mind
探究的な精神

好奇心旺盛な人

②「不審そうな、物を知りたげな、けげんそうな」

(ex) He looked at her with inquiring eyes.
彼は不審そうな目つきで彼女を見た

inspiring
「鼓舞する」

「霊感を与える」

(ex) an inspiring speech
感銘深い演説

an inspiring book
人を鼓舞する本

insulting
「侮辱的な、無礼[失敬]な」 =offensive

(ex) The president made insulting remarks about him.
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大統領は彼を侮辱する発言をした

intriguing
=very interesting

「非常に興味深い、魅力のある」

(ex) I really don’t understand it, but it sounds intriguing.
よく分からないけど面白そうだ

irritating  irritated, vexedは「(人・表情が)イラついている。

=vexing
「イライラさせる、癇(かん)に触る」

(ex) He has an irritating habit of giggling.
彼のくすくす笑う癖は人をいらいらさせる

killing
①「殺す、致命的な、(植物を)枯らす」

(ex) a killing disease
致命的な病気

②「(運動が)ひどく疲れる」

「(経験などが)死ぬほどつらい」

「(仕事などが)骨の折れる」

(ex) at a killing pace
とてもついていけない歩調で

The work was killing.
その仕事は死ぬほど骨が折れた

leading
①「主な、主要な」

「第一流[位]の」

(ex) The Prime Minister visited the leading countries of Europe.
首相はヨーロッパの主要国を訪ねた

a leading cause of an accident
事故の主な原因

a leading newspaper
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一流新聞

②「主役の、主演の」

(ex) a leading actor
主演男優

③「導く、先導する」

(ex) a leading car
先導車

a leading thought
指導的な思想

losing
「勝ち目のない、負けの」

「損をする」

(ex) a losing game
勝ち目のない勝負

loving
「愛する、愛情の深い、愛情のこもった」

(ex) a loving wife
夫思いの妻

Your loving daughter, Kim
愛する娘キムより

手紙の文句。

loving nature
愛情深い性質

menacing
「おびやかすような、威嚇[脅迫]的な」

misleading
「誤解させる、迷わせる、まぎらわしい」

(ex) a misleading expression
誤解を招く表現
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missing
①「行方不明の、見つからない」

(ex) a missing person
行方不明の人

②「欠けている」

(ex) a report with three pages missing
３ページ欠けている報告書

moving
①「動く、動いている」

「動かす、原動力となる」

(ex) a moving world
変動する世界

a moving force
原動力

②「(物事が)感動的な」 movedは「(人・表情が)感動した」。

(ex) moving appeal
人の心を動かす訴え

never-ending
「果てない、決して終わることのない、永久の」

obliging
「面倒見の良い、親切な、喜んで手を貸す」 =kind
(ex) I found him most obliging when I asked him a favor.

彼に頼み事をした時彼はとても親切な人だと分かった

 obligedは「①(人が)感謝している②[be obliged to do[原形]～]
～せざるをえない」。

(ex) I’m very much obliged (to you) for your help.
ご援助まことにありがとうございます

We were obliged to obey him.
私たちは彼に従わなければならなかった
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observing
「観察的な、観察眼の鋭い」

opening
「はじめの、最初の」

(ex) an opening address[speech]
開会の辞

an opening ceremony
開会[院・校・通]式
his opening words
開口一番の言葉

opposing
①「(チーム･軍隊などが)敵対[対抗・競争]する、言い争う」

(ex) They fought on opposing sides in the war.
彼らは戦争で敵・味方に分れて戦った

②「(考え・意見などが)相反する、反対の」

(ex) We have opposing points of view.
私たちは対立的な見解をもっている

③「向かい合う」

(ex) on the opposing page
反対側の[対向する]ページに

overwhelming
①「(数量・勢力などが)圧倒的な、(抗しきれないほど)ひどい」

(ex) an overwhelming majority
圧倒的多数

②「耐えがたい、抵抗できない、実にありがたい、感動的な、圧倒的な」

(ex) The loneliness was overwhelming.
孤独の思いは耐えがたいものだった

Their offense is just overwhelming.
彼らの侮辱はなんともやりきれない
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peace-loving
「平和を好む」

(ex) a peace-loving society
平和を好む社会

pending
①「(問題・業務などが)未決定の、懸案中の」

(ex) a pending question
懸案

patent pending
出願中の特許

The lawsuit is pending.
その訴訟は係争中だ

②「(問題・災害などが)差し迫っている、切迫した」

piercing
①「(音が)つんざくような」

「(寒さ・風などが)刺すような」

(ex) a piercing scream
耳をつんざくような悲鳴

piercing cold
身を切るような寒さ

②「洞察力のある、鋭い」

(ex) piercing eyes
鋭い眼

a piercing glance
鋭い一瞥(べつ)

pleasing
「(物事が)楽しい、愉快な、満足のいく」 =pleasant
「(人が)感じのよい」 =attractive
(ex) a pleasing voice

いい[魅力的な]声
The sight is pleasing to the eye.

－３４－

「頻出分詞形容詞一覧」



その光景は楽しい光景だ

She has a very pleasing manner.
彼女は態度がとてもいい

pressing
①「急を要する、差し迫った」 =urgent
(ex) a pressing necessity

差し迫った必要

②「熱心な、しつこい」

(ex) a pressing demand
たっての要求

prevailing
①「広く行われている、普及している」

(ex) the prevailing opinion
一般的な意見、通説

in the prevailing fashion
流行のファッションで

②「優勢な、有力な」

(ex) the prevailing winds in this district
この地方によく吹く風

地域的・季節的に最も優勢な風のこと。

the prevailing religion in this country
この国の主要な宗教

promising
「有望な、頼もしい」 =hopeful
(ex) a promising student

有望な学生

The harvest looks promising.
豊作になりそうだ
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puzzling
「(人を)まごつかせる、困[当]惑させる」  puzzledは「(人・表情が)困惑

(ex) a puzzling question した」。

難問

questioning
「不審そうな、いぶかしげな」

(ex) a questioning tone
いぶかしげな声の調子

raging
「激怒した」

「荒れ狂う、猛烈な」 =violent
(ex) a raging storm

激しいあらし

a raging battle
激しい戦闘

record-breaking
「(通例スポーツで)記録破りの、空前の」

relaxing
①「くつろがせる、ほっとする」  relaxedは「(人・表情が)くつろいだ」。

(ex) a relaxing place
くつろげる場所

②「(気候・天候が)体をだるくさせるような、けだるい」

(ex) a relaxing climate
体のだらけるような気候
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rewarding
①「(経験・行為が)報い[やりがい]のある、満足感を味わえる、意義深い」

(ex) a rewarding experience[trip]
貴重な経験[意義深い旅]
a rewarding book
読んでためになる本

Teaching is a rewarding profession.
教職はやりがいのある職業だ

②「(金銭上・物質上の)もうけ[利益]になる」 =profitable

refreshing  refreshedは「(人・表情が)気分爽快になった」。

「すがすがしい、元気付ける、(心身を)爽快にしてくれる、新鮮で興味をひく」

(ex) a refreshing breeze
さわやかな微風

refreshing drinks
清涼飲料

rising
①「上昇する、上がる、登る」

「(太陽・月・星が)出る、昇る」

(ex) rising smoke
立ち昇る煙

the rising sun
昇る朝日

②「増大[増加]する、強まる」

「増水する」

「(温度が)高まる、上がる」

「騰貴する」

(ex) a rising emotion
高まる感情

the rising power of the church
教会の増大する勢力

the rising stream
水かさの増している川
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roaring
①「ほえる」

「とどろく」

「嵐の」

「どんちゃん騒ぎの」

(ex) a roaring night
暴風雨の夜

大騒ぎの夜

②「大繁盛の」

「元気いっぱいの」

(ex) He does a roaring trade.
彼の商売は大繁盛だ

a roaring success
大成功

ruling
①「(人・党派が)統治する、支配する」

(ex) the ruling classes[party]
支配階級[与党] 「野党」は the opposing party。

②「優勢な、有力な、支配的な」

「主な」

(ex) a ruling idea
有力な考え

the ruling factor in recovery from an illness
病気の回復の主な要因
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satisfying
「満足[納得]のいく、申し分のない」 =satisfactory
(ex) That was a satisfying dinner.

あれは申し分のない夕食だった

seeming
「うわべの、外見上の」

「見せかけの、もっともらしい」

(ex) seeming friendliness
うわべだけの親しさ

副詞形の seeminglyは「うわべは、外観上は」「見たところでは」。

(ex) a seemingly happy family
うわべは幸せそうな家族

She was seemingly unaware of it.
見たところ彼女はそれに気付いていないようだった

=It seems that she was unaware of it.

soaking
「ずぶ濡れになるほどの」

(ex) a soaking downpour
ずぶぬれになるほどの大雨

sparkling
①「きらきらと輝く、きらめく」

②「活気のある、生き生きとした」

「ひらめく」

③「発泡性の」
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speaking
①「話をする(程度の)、口をきく(ような)」

(ex) a speaking acquaintance
会えば言葉を交わすぐらいの間柄[知人]
I have a speaking knowledge of French.
話ができる程度のフランス語の知識がある

a speaking voice
話し声

②「物を言いそうな」

「生き生きとした」 =vivid
(ex) a speaking portrait

生き写しの肖像画

a speaking proof
この通りと言わんばかりの証拠

a speaking look
表情豊かな目つき

stabbing
①「(痛みなどが)刺すような」

(ex) stabbing pain
刺すような痛み、激痛

②「辛辣な」

(ex) a stabbing remark
とげのある言葉

stirring
①「感動[興奮]させる、感激的な、心をかき立てる」

(ex) a stirring tale[speech]
感動的な話[演説]

②「活動的な、活発な」

「多忙な」

「雑踏する、繁華な」

(ex) lead a stirring life
多忙な生活を送る
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live in stirring times
騒がしい時代に生きる

striking
「著しい、目立つ、際立った」 =marked
「とても魅力的な」 =stunning
(ex) a striking difference between a human being and a chimpanzee

人間とチンパンジーとの間の目立った違い

a woman of striking beauty
きわだって美しい婦人

a striking dress
目だつ服

tearing
①「猛烈な、すさまじい」

(ex) in a tearing hurry[rush]
ひどく急いで

②「引き裂く(ような)」
「心をかきむしるような」

(ex) a tearing headache
割れるような頭痛

telling
①「効果的な、よく効く」

「説得力のある」

(ex) a telling blow
有効な一撃

a telling argument
大そう説得力のある議論

suffer telling losses
痛い損害を被る

②「(内情などをおのずから)暴露する」 =revealing
(ex) That is rather telling.

それで内情はかなり分かった
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tempting
①「誘惑する、心[味覚]をそそる、魅力的な」 =attractive
(ex) a tempting offer

心が動く申し出

It was tempting to say so.
そう言ってみたかった

②「うまそうな」

(ex) a tempting meal
よだれが出そうな食事

terrifying
「恐ろしい、(人を)ぞっとさせるような」 =terrible
(ex) A terrifying storm came from the southwest.

恐ろしいあらしが南西からやってきた

threatening
①「脅迫的な、脅すような」

(ex) The policeman made a threatening gesture.
その警官は脅すような身ぶりをした

②「良くないことが起こりそうな、険悪な」

「今にも天気が崩れそうな」

(ex) threatening clouds[skies]
今にも降りだしそうな雲行き

tiring  tiredは「(人・表情が)疲れた」。

=boring
「疲れさせる(ような)」
「退屈な」

(ex) a long and tiring speech
長くて退屈な講演

touching
「(人を)感動させる、いじらしい、痛ましい」

(ex) a touching story
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心を打つ物語

troubling  troubledは「(人・表情が)困った、悩んだ」。

「困難な、やっかいな」

(ex) a troubling issue
難しい問題

Financial difficulty is troubling to everyone.
財政上の困難は誰にとってもやっかいなことだ

unquestioning
「疑わない、信頼しきった」

(ex) unquestioning acceptance
黙って受け入れること

unquestioning obedience
絶対的な服従

varying
①「様々な、いろいろな」 =various
(ex) varying degrees of A

さまざまな程度のＡ

varying opinions
さまざまな意見

この varyingは variedでも言い換えられるが variedの場合「変化に

富んだ」という意味もある。

(ex) a varied menu
いろいろと料理の品数が多い献立(表)
She has led a very varied life.
彼女は大変多彩な生活をしてきた

②「変化する」

(ex) a constantly varying sky
刻々と変わっていく空
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waking
「目覚めている」

(ex) waking hours
目が覚めて[起きて]いる時間

a waking dream
白昼夢

wanting
「(～に)欠けている」

「(～が)足りない」

(ex) Directions for assembling this plastic model are wanting.
このプラモデルには組立て説明書が付いていない

She is wanting in common sense.
彼女は常識が足りない

wantingは前置詞として「～がない」「～の足りない」という意味もある。

(ex) a suit wanting some buttons
ボタンがいくつか取れているスーツ

a year wanting three days
１年に３日足りないだけの期間

またwantedは広告文などで「〇〇入用、求む〇〇」、「指名手配の」、他に

「待ちに待った、待望の⇔ unwanted」という意味になる。

(ex) Wanted a secretary.  A secretary is wanted.が倒置・省略されたもの。

求む秘書

Wanted: receptionist, female.
求む女性受付係

a wanted man
お尋ね者、指名手配中の犯人

a much wanted baby
待ちに待った赤ん坊
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warning
「警告の、戒めの」

(ex) a warning signal
危険信号

warningには「警告」「戒め(の言葉)」という意味の名詞もある。

(ex) The enemy attacked without warning.
敵は警告なしで攻撃してきた

You should take warning from what happened to him.
彼に起こったことを自分に対する戒めとしなさい

welcoming
「歓迎の[する]」
(ex) the welcoming crowd

歓迎する群衆

a welcoming[welcome] speech
歓迎の言葉

a welcoming[welcome] party
歓迎会

willing 「(～することを)望む」という動詞のwillに由来。

①[be willing to do[原形]～]「喜んで～する、自ら進んで～する」

(ex) I’m willing to help you.
手伝ってもいいですよ

My children aren’t willing to obey.
うちの子供たちはどうも言うことをきかない

He was quite willing for me to take his place.
=He was quite willing that I should take his place.
彼は私が彼の後任になることに全く異存はなかった

反意語は be unwilling[reluctant] to do[原形]～。「～したがらない」。

(ex) She is unwilling[reluctant] to come.
彼女は来たがらない

Mother is unwilling[reluctant] for me to join the club.
母は私がそのクラブに入会するのに乗り気でない
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②「(人・行為などが)自発的な」

(ex) a willing worker
自分から進んで働く人

We were lucky to have a lot of willing hands.
我々は進んで手助けしてくれる人がたくさんいて幸運だった

They all gave us willing service.
彼らは皆自発的に尽くしてくれた

反意語はやはり unwilling[reluctant]。「嫌々の」「不承不承の」。

(ex) an unwilling[reluctant] reply
不承不承の返事

a unwilling[reluctant] promise
いやいやながらの約束

working
①「働く、労働に従事する」

「労働に用いられる、仕事(用)の」

「活動中の、動いている」

(ex) the working population
労働人口

working hours
就業時間

working clothes
作業服

a working mother
子育てしながら働く女性

working parts of a machine
(外装･容器に対しての)機械の可動部分

②「実際に役立つ」

「十分な、実用的な」

(ex) a working majority
議案の通過に必要な過半数

a working knowledge of Spanish
スペイン語の実用的知識

a working model
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実用模型、ワーキングモデル

worrying
①「(物事が)厄介な、面倒な」 =troublesome, awkward
(ex) a most worrying question

ひどく厄介な質問

a worrying week
いろいろ問題のあった１週間

②「心配な、不安な」 =disturbing
(ex) It must be worrying for you not to know where he is.

彼の居場所がわからないのは、君にとってさぞかし心配なことだろう

It is extremely worrying that the government acted so slowly.
政府の対応がひどく遅れてきわめて気がもめる

worriedは「(人が)困った、当惑した」「(顔などが)心配そうな=anxious」
という意味になる。

(ex) a worried look
心配そうな顔

I’m much[very] worried about your health.
私は君の健康がとても心配だ
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《mistakenの見極め法について》

以下の２つの英文ですが、①のmistakenは、動詞のmistakeの受動態と

しての過去分詞。②のmistakenは分詞形容詞です。

①He is often mistaken for his brother.
彼はよく彼のお兄さんと誤解される[間違えられる]

②You are mistaken about it.
あなたはそれについて誤解しています[間違っています]

この２つのmistakenの見極め法ですが、mistakenが「動詞のmistake
の過去分詞」なのか、「分詞形容詞のmistaken」なのかは、特に上のよ

うな「be mistaken」となっている場合には、このように考えたら良いで

しょう。

つまり、 「動詞の の過去分詞」として となって

いるのなら、 それは受動態ということなのですから、元の能動態の英文

に直せるはずです。

①の英文の場合、確かに

He is often mistaken for his brother.
→ (we) often mistake him for his brother.
(私達は)彼をよく彼の兄と間違える

mistake A for Bで「ＡをＢと間違える」。

と書き換えることができますね。

ところが

You are mistaken about it.

の場合、

(We) mistake you about it.

としても全く意味が通じません。

そこでYou are mistaken about it.という英文中のmistakenは分詞形

容詞で「間違った、誤解した」だと判断できます。

この分詞形容詞のmistakenの例をいくつかあげておきましょう。
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(ex) Please correct me if I am mistaken.
間違っていたら訂正してください

I was mistaken about the date.
私は日にちを間違っていた

If I’m not mistaken, his wife died recently.
確か彼の奥さんは先日なくなっている

a mistaken kindness
ありがた迷惑(なこと)
a case of mistaken identity
人違いのケース

mistaken politeness
場違いの礼儀正しさ

a mistaken answer
誤答、不正解

Unless I’m mistaken, that’s my ballpoint pen you’re writing with!
もしかしたら(私の間違いでなければ)、君の使っているボールペン

は私ので はないですか
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