Lesson 9

Can Robots Change Our Future?

関係代名詞
「私はある女性に出会いました。
」は I met a woman.と表現できますが，どんな女性かはよくわかり
ません。そこで，「5 か国語を話すことができる女性」というように，名詞（a woman）に詳しい情報
を付け加えるときに関係代名詞を用いて表現します。

Part 1

関係代名詞①（who）

These contests are for

young people

who are interested in developing robots.

（これらのコンテストは，ロボット開発に興味を抱く若者のためのものです。）

young people（若い人々）の後ろに，who are interested in developing robots（ロボット開発に興味を持っている）が続い
て，young people に情報を付け加えています。
この who を関係代名詞と呼び，young people をその先行詞と呼びます。
先行詞が「人」の場合：関係代名詞の who を使います。

Exercises
１

日本語に合うように，
（

）内の語句を並べかえて，全文を書きましょう。

1. Do you know the man (played / the piano / who) at the party?
（あなたは，パーティーでピアノを弾いた男の人を知っていますか。
）

2. The girl (across / the street / lives / who) is very pretty.
（通りの向かいに住んでいる女の子はとてもかわいい。
）

3. I know a man (can / three languages / speak / who).
（私は 3 か国語を話せる男性を知っています。
）

２

日本語に合うように，次の 2 文を関係代名詞を用いて 1 文で書きましょう。

1. I know a girl. She can play the violin very well.
（私はバイオリンをとてもうまく弾ける女の子を知っています。
）
2. The boy ran away. He broke the window. （窓を割った少年は走って逃げました。
）

Part 2

関係代名詞②（which [that]）

Some people want to have

robots

which can communicate with them like a family

member.
（家族の一員のようにコミュニケーションができるロボットをほしがる人もいます。）

先行詞が「（人以外の）もの」の場合：関係代名詞の which [that]を使います。

Exercises
１

日本語に合うように，
（

）内から適当なものを選びましょう。

1. I bought a book (which / who) has a lot of beautiful pictures of animals.
（私は動物の美しい写真がたくさん載っている本を買いました。
）
2. What is the name of the man (which / who) lives next door?
（隣に住んでいる男の人の名前は何ですか。
）
3. What was the name of the horse (that / who) won the race?
（レースに勝ったウマの名前は何でしたか。
）
２

日本語に合うように，
（

）内の語句を並べかえて，全文を書きましょう。

1. Is this the train (at Kobe / stops / which)? （これは神戸に止まる電車ですか。）
2. A dictionary is a book (gives / which / you) the meaning of words.
（辞書は，ことばの意味を教えてくれる本です。
）

3. Where are the eggs (on the table / were / which)?
（テーブルの上にあった卵はどこにありますか。
）

３

日本語に合うように，次の 2 文を関係代名詞を用いて 1 文で書きましょう。

1. They live in a big house. It is 100 years old.
（彼らは築 100 年になる大きな家に住んでいます。
）
2. These are plants. They grow in warm countries. （これらは暖かい国で育つ植物です。
）

Part 3

関係代名詞③（先行詞＋関係代名詞＋主語＋動詞）

The robots

which we call humanoids have excited us in science fiction movies.

（ヒューマノイドと呼ぶロボットは SF 映画で私たちをわくわくさせてきました。）

The robots（ロボット）が先行詞で，関係代名詞の which 以下に「主語（we）＋動詞（call）
」が続いて，
「私たちが…と呼
ぶロボット」という意味になります。
the robots which can communicate with us
（主語）

（動詞）

the robots which we call humanoids
（目的語）

（私たちとコミュニケーションできるロボット）

（私たちがヒューマノイドと呼ぶロボット）

（主語）
（動詞）

〈先行詞＋関係代名詞＋主語＋動詞〉のときは，関係代名詞を省略することもできます。
The robots we call humanoids have excited us in science fiction movies.

Exercises
１

日本語に合うように，
（

）内から適当なものを選びましょう。

1. Have you seen the picture (which Ann took / which Ann took it)?
（あなたはアンが撮った写真を見ましたか。
）
2. The book (that want / that you want) is out of the library now.
（あなたがお探しの本は，今は図書館から貸し出されています。
）
3. That is the boy (who I met / who met) at Meg’s party.
（あの子が，私がメグのパーティーで出会った男の子です。
）
２

日本語に合うように，
（

）内の語句を並べかえて，全文を書きましょう。

1. The woman (at / I / met / the party) was a famous writer.
（私がパーティーで出会った女性は有名な作家でした。
）
2. This is a book (I / read / to / wanted). （これは私が読みたかった本です。
）
3. The fish (dinner / for / had / we) was really delicious.
（私たちが夕食に食べた魚はとてもおいしかった。
）

総合問題
１

日本語に合うように，
（

）内から適当なものを選びましょう。

1. I found a guide (which / who) knows a lot about the history of Okinawa.
（私は，沖縄の歴史についてよく知っているガイドを見つけました。
）
2. This is a new car (which / who) uses electricity.
（これは電気で走る新型車です。
）
3. I think that Earth is the only planet (that / who) can support life.
（私は，地球が生命を維持できる唯一の惑星だと思います。
）
4. Have you found the key (you lost / you lost it)?
（あなたはなくした鍵を見つけましたか。）
２

日本語に合うように，
（

）内の語句を並べかえて，全文を書きましょう。

1. I met (a woman / can / speak / who) six languages.
（私は 6 か国語を話せる女性に会いました。
）
2. I have a friend (a lot / about / knows / who) computers.
（私には，コンピュータに詳しい友達がいます。
）

3. Robots are machines (can / do / jobs / which) like a person.
（ロボットは，人間のように仕事をすることができる機械である。）

4. There are lots of things (do / I / need / that / to) before I leave.
（私には，出発する前にしなければいけないことがたくさんあります。）

5. The dress (buy / she / to / wanted) was too expensive.
（彼女が買いたいと思ったドレスは値段が高すぎました。）

6. Did you enjoy (saw / you / the movie) last night?
（昨晩あなたが見た映画はおもしろかったですか。
）

Lesson 9 解答
Part 1 ▸p. 36
1

1. Do you know the man who played the piano at the party?

is very pretty.
2

2. The girl who lives across the street

3. I know a man who can speak three languages.

1. I know a girl who can play the violin very well.

2. The boy who broke the window ran away.

Part 2 ▸p. 37
1

1. which

2

1. Is this the train which stops at Kobe?

words.
3

2. who

3. that
2. A dictionary is a book which gives you the meaning of

3. Where are the eggs which were on the table?

1. They live in a big house which is 100 years old.

2. These are plants which grow in warm

countries.
Part 3 ▸p. 38
1

1. which Ann took

2. that you want

3. who I met

2

1. The woman I met at the party was a famous writer.

2. This is a book I wanted to read.

3.

The fish we had for dinner was really delicious.
総合問題 ▸p. 39
1

1. who

2

1. I met a woman who can speak six languages.

computers.

2. which

3. that

4. you lost
2. I have a friend who knows a lot about

3. Robots are machines which can do jobs like a person.

that I need to do before I leave.
enjoy the movie you saw last night?

4. There are lots of things

5. The dress she wanted to buy was too expensive.

6. Did you

