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[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) Do you remember the day when we first met?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) Call me whenever you want to.
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) You can park your bicycle wherever you like.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る適語を①～④から選びなさい。

(4) I have someone (　　) whom I share my happiness.

私には私の幸せを共有する人がいます。

①to    ②with    ③for    ④on     　　　　(4) 

(5) (　　) you go, I'll go with you.

どこへあなたが行こうとも，私はあなたと一緒に行きます。

①Whenever    ②Whatever    ③Wherever    ④However     　　　　(5) 

(6) There are more extras (　　) are needed.

必要とされているよりも多くのエキストラがいる。

①than    ②as    ③which    ④that     　　　　(6) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(7) 彼らには2人の子どもがいて，そのどちらも結婚しています。

They have two children, ( are / whom / married / of / both ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 彼が何を言っても，私は辞めません。

I ( quit, / says / won't / whatever / he ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) どんなに疲れていても，眠ってはいけない。

( tired / feel / you / however ), do not sleep.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，英文を完成させなさい。

(10) これは犬に命を救われた少年に関する話です。

This is a story of the boy (　　) (　　) was saved by a dog.  　　　　　　　   　　　　　　　(10) 

(11) 私はあなたがずっと一緒に勉強している女の子を知らない。

I don't know the girl (　　) (　　) you have been studying.  　　　　　　　   　　　　　　　(11) 

(12) 彼はこれまで20の小説を書いているが，そのほとんどがベストセラーだ。

He has written 20 novels, (　　) (　　) (　　) are bestsellers.

 　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(12) 

(13) 大事なのはベストを尽くすことだ。

(　　) is important (　　) to do your best.  　　　　　　　   　　　　　　　(13) 

(14) 東京のような大都市では，どこに行こうとコンビニエンスストアがある。

In a big city like Tokyo, there's a convenience store (　　) (　　) go.  　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

[Ｅ] ［　］内から適切な関係詞を選び，英文を完成させなさい。

(15) Look at the boys [ which / who ] are playing soccer over there.

 　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第10 回［Section10　関係詞］ 総合英語be 3rd Edition P292～P334

(1) 私たちが初めて出会った日のことを覚えてる？ [10.4 関係副詞〈Key Sentences〉]

(2) いつでもそうしたいときは，私に電話してください。 [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(3) どこでも好きなところに自転車を停めていいですよ。 [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(4) ② [10.1 関係代名詞の限定用法〈Key Sentences〉]

(5) ③ [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(6) ① [10.6 関係代名詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(7) They have two children, both of whom are married . [10.2 関係代名詞の非限定用法〈Key Sentences〉]

(8) I won't quit, whatever he says . [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(9) However tired you feel , do not sleep. [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(10) whose life [10.1 関係代名詞の限定用法〈Check問題〉]

(11) with whom [10.1 関係代名詞の限定用法〈Check問題〉]

(12) most of which [10.2 関係代名詞の非限定用法〈Check問題〉]

(13) What，is [10.3 関係代名詞what〈Check問題〉]

(14) wherever you[we] [10.5 複合関係詞〈Check問題〉]

(15) who [10.1 関係代名詞の限定用法〈確認問題集〉]


