Lesson 6

Looking for New Energy

関係代名詞
〈人＋who [that] …〉
，〈
（人以外の）もの＋which [that] …〉の形で，関係代名詞は後ろから前の名詞
（先行詞）を修飾します。ところが，関係代名詞の what は先行詞なしで「～すること，～するもの」
という意味を表します。また，先行詞と関係代名詞の間にコンマ（,）を入れて，先行詞についての補
足説明を追加する用法もあります。

Part 1

関係代名詞①（who，which，that）

There are many companies that are doing this eco-friendly business.
（この環境にやさしい事業に取り組んでいる会社がたくさんあります。）

■「この事業に取り組んでいない会社」もあるし，
「別の事業に取り組んでいる会社」もたくさんあります。
that 以下が「～している会社」と修飾・限定しています。
There are many companies (that are doing this eco-friendly business).

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. We found a guide (who / which) knew the mountains well.
（私たちは山のことをよく知っているガイドを見つけました。
）

2. You cannot park in an area (who / which) has a “No Parking” sign.
（
「駐車禁止」の標識のある場所には駐車できません。
）

3. I can’t lend you the only pen (who / that) I have.
（私が持っている唯一のペンをあなたに貸すわけにはいきません。
）

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. What is (of / the girl / the name / who) just came in?
（今入って来た女の子は何という名前ですか。
）

2. The river (flows / London / through / which) is called the Thames.
（ロンドンを流れている川はテムズ川と呼ばれています。
）

3. This is (have / I / that / the best hamburger) ever eaten.
（これは私が今までに食べた最高のハンバーガーです。
）

Part 2

関係代名詞②（what）

The technology can produce bio-coke from what is looked on as waste.
（その技術は，ごみとみなされるものからバイオコークスを作ることができます。）

■関係代名詞 what
先行詞なしで，
「～すること，～するもの」という意味を表します。
■what is looked on as waste「ごみとみなされるもの」
cf.

Everything that he said was true.
What he said was true.

（彼が言ったことはすべて本当でした。
）
（彼が言ったことは本当でした。
）

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 agree with everything (that / what) she said. （私は彼女が言ったすべてのことに賛成です。）
2. Could you repeat (that / what) you just said? （今言ったことをもう一度言っていただけませんか。）
3. I gave her all the money (that / what) I had. （私は持っていたお金を全部彼女にあげました。）
4. Choose (that / what) you want for dinner. （ディナーに食べたいものを選びなさい。）
5. I believe (that / what) he said. （私は彼が言ったことを信じています。）
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. What (and / did / he / what) he said were not the same. （彼の言動は一致していませんでした。）
2. Her feelings were hurt (by / he / said / what). （彼女の気持ちは彼の言葉で傷つけられました。）

3. These tools are just (for / I / need / what) the job.
（これらの道具は，その仕事をするのに私がまさに必要としているものです。
）

4. When she sees (done / have / what / you), she will be angry.
（あなたがしでかしたことを見れば，彼女は怒るでしょう。）

5. I don’t agree (just said / what / with / you’ve). （あなたが今言ったことには賛成できません。）

Part 3

関係代名詞③（先行詞, 関係代名詞 …）

Nakano Kazuaki, who runs a factory in Yokohama, came up with a good idea.
（中野和明さんは，横浜で工場を経営していますが，あるすばらしい考えを思いつきました。
）

■Nakano Kazuaki は一人しかいないので，修飾・限定する必要はありません。
この場合は〈先行詞, 関係代名詞 …〉を用いて，Nakano Kazuaki, who runs a factory in Yokohama, …（中野和明さん
は，横浜で工場を経営していますが，…）と中野和明さんについての補足説明を追加します。
■A man（男の人）は他にも存在するので，A man who runs a factory in Yokohama（横浜で工場を経営している男性）と
A man を修飾・限定します。

Exercises
１

日本語に合うように，a.，b.から適当な文を選びましょう。

1. 兄のジムは，シカゴに住んでいるのですが，医者です。
a. My brother Jim who lives in Chicago is a doctor.
b. My brother Jim, who lives in Chicago, is a doctor.
2. 隣に住んでいる女性は医者です。
a. The woman who lives next door is a doctor.
b. The woman, who lives next door, is a doctor.
3. 彼の事務所はビルの 2 階にあるのですが，とても狭いです。
a. His office which is on the second floor of the building is very small.
b. His office, which is on the second floor of the building, is very small.
4. 彼女はコンピュータを作る会社で働いています。
a. She works for a company which makes computers.
b. She works for a company, which makes computers.
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 threw the ball to Tom, (it / threw / to / who) Ann.
（私はボールをトムに投げ，トムはそれをアンに投げました。
）

2. She told me her address, (down / I / on / which / wrote) a piece of paper.
（彼女は私に住所を教えてくれ，私はそれを紙切れに書きとめました。
）

3. Mars, (a very close planet / is / the Earth / to / which), is covered by an atmosphere.
（火星は，地球に極めて近い惑星ですが，大気におおわれています。
）

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. The number of women (who / which) go to work has increased.
（職場に働きに出る女性の数が増えました。
）

2. This is a robot (who / which) can look after elderly people.
（これはお年寄りを介護することができるロボットです。
）

3. I live in a house (who / that) is 100 years old. （私は築 100 年になる家に住んでいます。）
4. Do (that / what) you want to do. （したいと思うことをしなさい。）
5. Everything (that / what) happened was my fault. （起こったことはすべて私に責任がありました。）
6. Don’t forget (that / what) I have told you. （私が言ったことを忘れないように。）
7. My friend (Alex who comes from Texas / Alex, who comes from Texas,) loves football.
（私の友人のアレックスはテキサス出身ですが，フットボールが大好きです。
）

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. Mr. Brown was (saw / the accident / the only person / who).
（ブラウン氏がその事故を目撃した唯一の人でした。
）

2. I’m looking for a store (and sells / buys / that / used books).
（私は古本を売買する店を探しています。
）

3. (is / needs / that country / what) wise leadership. （その国が必要としているものは賢明な指導者である。）

4. He spoke to her, but she didn’t listen (he / said / to / what).
（彼が話しかけたが，彼女は彼の言うことに耳を貸しませんでした。
）

5. Hatsukaichi, (kendama / of / the birthplace / was / which), is known as a town of woodworking.
（廿日市市は，けん玉発祥の地ですが，木工の町として知られています。
）

Lesson 6 解答
Part 1 ▸p.22
1

1. who

2. which

3. that

2

1. What is the name of the girl who just came in?
2. The river which flows through London is called the Thames.
3. This is the best hamburger that I have ever eaten.

Part 2 ▸p.23
1

1. that

2. what

3. that

4. what

2

1. What he did and what he said were not the same.

5. what
2. Her feelings were hurt by what he said.

3. These tools are just what I need for the job.
4. When she sees what you have done, she will be angry.
5. I don’t agree with what you’ve just said.
Part 3 ▸p.24
1

1. b.

2. a.

3. b.

4. a.

2

1. I threw the ball to Tom, who threw it to Ann.
2. She told me her address, which I wrote down on a piece of paper.
3. Mars, which is a very close planet to the Earth, is covered by an atmosphere.

総合問題 ▸p.25
1

1. who

2. which

3. that

4. what

5. that

6. what

7. Alex, who comes from Texas,
2

1. Mr. Brown was the only person who saw the accident.
2. I’m looking for a store that buys and sells used books.
3. What that country needs is wise leadership.
4. He spoke to her, but she didn’t listen to what he said.
5. Hatsukaichi, which was the birthplace of kendama, is known as a town of woodworking.

