
UNIT 12 

EXERCISES 

《解答》 

A (1) whose  (2) where  (3) why  (4) when  (5) that [which]  (6) who 

(7) which [that] 

B (1) with which she could prove 

(2) me how you came up with 

(3) me what Asuka said on the phone 

(4) very player that can fit in 

C (1) (which [that]) I told you about the other day 

(2) what you did [have done] for me 

(3) He is the [a] comedian whose first novel 

(4) few [hardly any] students who have traveled abroad [overseas] 

D (1) Do you know the reason (why) Miho returned [went back] to her hometown? / 

Do you know why Miho returned [went back] to her hometown? 

(2) This spring I quit [left] the bank where I had worked [been working] for ten years. 

(3) Making wine is what Jessie has long wanted to do. / 

Making wine is what Jessie has wanted to do for many years. 

(4) Please tell me how [the way] you downloaded the application. / 

Could you tell me how [the way] you downloaded the application? 

(5) He is the movie star whose manager is my friend. / 

He is the movie star whose manager is a friend of mine. 

 

《和訳》 

A 以下の語で空所を補いなさい．いずれの語も 1度しか使わないこと． 

(1) この本は母語が日本語ではない学生向けだ． 

(2) あなたが誤解している箇所がいくつかある． 

(3) ケンが委員会に遅れた理由はだれにもわからない． 

(4) 自動運転の車が一般的になる日がすぐにやってくるだろう． 

(5) あなたが毎朝最初にやることは何ですか． 

(6) だれからも尊敬される人になりたい． 

(7) ここはおいしいスペイン料理を出すレストランだ． 

B カッコ内の語句を使って文を完成させなさい． 

(1) ナンシーは自分の理論を証明できるいくつかの証拠を見つけた． 

(2) あなたがどのようにしてそのアイデアを思いついたかを私に説明していただけますか． 

(3) アスカが電話で言ったことを私に教えてください． 

(4) ショウタはまさに私たちのチームに溶け込める選手だ． 

C 以下を英語で表現し，文を完成させなさい． 

D 以下を英語で表現しなさい． 

《解説》 



A 

(1) 3. 関係代名詞 whose 

全体は「この本は母語が日本語ではない学生向けだ．」という意味になると推測できる．

students と native language は「学生の母語」という関係になることがわかるので，所有格

の関係代名詞 whose を入れる．「母語」は性差のない表現とするために最近は mother tongue

よりも native language [tongue]や first language がよく用いられる（→ 教科書 p.62）． 

(2) 7. 関係副詞 where 

先行詞が場所を表す points で，空所の後が完全な文（文の要素が欠けていない文）であるこ

とから，関係副詞の where を入れる．この pointsは具体的な場所ではなく，「（あなたが誤解

している）箇所」を指す．mistaken は形容詞で「誤解した」という意味． 

(3) 8. 関係副詞 why 

先行詞が理由を表す reason で，空所の後が完全な文であることから，関係副詞の why を入

れる．the committee meeting は「委員会会議」のこと．日本語では「委員会」だけで会議も

意味するが，英語では meeting が必要．cf.「委員」committee member． 

(4) 6. 関係副詞 when 

空所の直前には先行詞がないが，文頭にある文の主語 day が先行詞と考えられる．主語を修

飾する関係詞節が長くなる場合，先行詞と関係詞節を分離して，主語の後に述語動詞を置く場

合がある（→ 参考書 p.304）．先行詞が時を表す dayで，空所の後が完全な文であることから，

関係副詞の whenを入れる． 

(5) 4. thatが好まれる場合／2. 関係代名詞 which 

先行詞が「物」の thingで，the firstという強い限定の意味をもつ修飾語句がついていること，

先行詞が空所の後の文の目的語になっていることから，空所には関係代名詞の thatを入れる．

which も入りうる． 

(6) 1. 関係代名詞 who 

先行詞が「人」の personで，空所の後の文に主語が欠けていることから，主格の関係代名詞who

を入れる．thatも入りうるが，(5)もしくは(7)で thatを使うので，ここでは解答にはならない． 

(7) 2. 関係代名詞 which [that] 

先行詞が「場所」の restaurantで，空所の後の文に主語が欠けていることから，主格の関係

代名詞 which を入れる．(5)で which を使っている場合は that を入れる．先行詞が「場所」

だから関係副詞の where が入るとは限らないことに注意．restaurant 以下の意味は「おいし

いスペイン料理を出すレストラン」となる．serveはここでは「（食事）を出す」という意味． 

B 

(1) ● 関係代名詞が前置詞の目的語になる場合 

語群から she could proveという SVが組み立てられることから，語群以降が evidenceを先行詞

とする関係代名詞節だと判断できる．proveの目的語は her theoryと考えると，evidenceはwith

の目的語と考えて，with whichを続けるのが適切である．つまり，she could prove her theory 

with evidenceの evidenceが先行詞になったと考える．なお，この evidenceは不可算名詞． 

(2) 9. 関係副詞 how 

語群後の the ideaにつながるのは came up with のみ．come up with は「～を考えつく」と

いう意味の群動詞．残る you は came up with の主語とし，さらに howは関係副詞として you



の前におく．how 以下が「あなたがどのようにしてそのアイデアを思いついたか」という意

味になる．残った me は to の後におくと前半が「～を私に説明してくれませんか」という意

味になる．なお，explain は explain A to Bが基本形であるが，Aが長い場合は，このように

explain to B A の語順になる． 

(3) 5. 関係代名詞 what 

語群前の Tellに続くのは〈me＋名詞節〉だと推測できる．名詞節を what Asuka said on the 

phoneと組み立てると「アスカが電話で言ったこと」となり，文意が通じる．なお，ここでは

whatを疑問代名詞と解釈することも可能である． 

(4) 4. thatが好まれる場合 

語群前に theがあることから，(the) very player that ～とすると that以降が player を先行

詞とした関係代名詞節となる．また，その後は thatを主格として can fit in と続けることで語

群後の our teamにつながる．fit inは「～に溶け込む」という意味．「まさに私たちのチーム

に溶け込める選手」となり文意が通じる．playerに the veryという限定の意味の強い修飾語

句がついているので，関係代名詞 that が使われている．語群が与えられていなければ，who

でも可． 

C 

(1) 2. 関係代名詞 which [that] 

「先日あなたにお話しした」にあたる関係詞節を先行詞 songに続ける．songは「物」なので，

関係代名詞はwhich [that]．元の構造を I told you about the song the other dayと考えると，

the song which [that]の後には I told you about the other day が続くことがわかる．また，

which [that]は目的格の関係代名詞なので，省略も可能． 

(2) 5. 関係代名詞 what 

「あなたが私にしてくださったこと」は関係代名詞 whatを用いて，what you did [have done] 

for meで表す．関係代名詞の whatはそれ自身に先行詞を含むので，thingなどの先行詞は不

要．「（物事）に感謝している」は他動詞の appreciate で表す． 

(3) 3. 関係代名詞 whose 

「彼はコメディアンだ．」He is the [a] comedian.と「彼の初めての小説はベストセラーになっ

た．」His first novel became a bestseller.の 2文が 1文となったと考える．所有格 hisがあるこ

とから，関係代名詞も所有格whoseを用いる．comedianの前の冠詞は the / aどちらも可能． 

(4) 1. 関係代名詞 who 

There are が与えられており，「（～生徒は）ほとんどいない」という内容なので，文頭は There 

are few [hardly any] students とする．「海外旅行に行ったことがある生徒」は studentsを先

行詞とし，主格の関係代名詞 who を用いて students who have traveled abroad と表す．「～

したことがある」という〈経験〉を表す現在完了形を用いること，先行詞が複数形なので has

ではなく haveを用いることに注意． 

D 

(1) 8. 関係副詞 why 

「ミホが故郷に戻った理由」は関係副詞の why を用いて，the reason (why) Miho returned to 

her hometown とする．why は省略可能．また，the reason を省略して，why Miho returned 

to her hometown とすることもできる．この名詞節を Do you know ～?の目的語にすると全



体が完成する． 

(2) 7. 関係副詞 where 

「私が 10年間勤めた銀行」は関係副詞の whereを用いて，the bank where I had worked 

[been working] for ten years とする．過去のある時点までの継続なので，時制は過去完了形

か過去完了進行形で表す．また，「～を辞める」は quitもしくは leaveで表す． 

(3) 5. 関係代名詞 what 

「ワイン作りは～だ」という内容なので，Making wine is ～として，その後に「長年ジェシ

ーがやりたいと思っていること」という内容を入れる．関係代名詞whatが導く名詞節で表す．

関係詞節内は〈状態の継続〉を表すので現在完了形を用いることに注意． 

(4) 9. 関係副詞 how 

「どのようにそのアプリをダウンロードしたのか」は関係副詞の howあるいは the wayを用

いて，how [the way] you downloaded the application とする．how はそれ自身に先行詞を含

むので，× the way how ～と表すことはできないことに注意．「～を教えてください」は 

Please tell me ～. / Could you tell me ～?などで表す．この 2つの部分を組み合わせれば全

体ができあがる． 

(5) 3. 関係代名詞 whose 

「彼は映画俳優だ．」He is the movie star.と「彼のマネージャーは私の友人だ．」His manager 

is my friend [a friend of mine].の 2文が 1文になったと考える．所有格 hisがあることから，

関係代名詞も所有格 whose を用いる．この場合は特定の俳優なので，冠詞は the を用いる． 

 

 

Let's Try! 

《解答例》 

① (1) I like Nara.  It’s a city where Buddhist culture flourished. 

(2) (I like it) Because there are a lot of tourist attractions, and we can see cute, friendly 

deer in Nara Park. 

② I like Nara.  It’s a city where Buddhist culture flourished.  There are a lot of tourist 

attractions, and we can see cute, friendly deer in Nara Park. (27 words) 

 

《和訳》 

① ペアを組んで，質問について話し合いなさい． 

(1) あなたの好きな町［場所］はどこですか． 

(2) なぜそこが好きなのですか． 

② 質問に 30語程度で答えなさい． 

 

 


