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[Ａ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(1) 私には私の幸せを共有する人がいます。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) どこでも好きなところに自転車を停めていいですよ。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) 彼らはだれでもあなたが推薦する人を雇います。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

[Ｂ] 日本語の意味に合うように，英文の空所に入る英語を書きなさい。

(4) The kitchen, (　　) was renovated recently, looks nice.

台所は，最近リフォームしたので，すてきに見えます。  　　　　　　　(4) 

(5) They have two daughters, (　　) are studying abroad.

彼らには2人の娘がいて，どちらも海外に留学しています。  　　　　　　　(5) 

(6) Tell me the reason (　　) you want to go to college.

あなたが大学に行きたい理由を教えてください。  　　　　　　　(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) いつ来ても，ここでくつろぐことができますよ。

( come / whenever / you ), you can relax here.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) この記事は私が探していたものではありません。

This article ( what / I / isn't / was / for / looking ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) これは私が買ったのと同じかばんだ。

This is ( as / same / bought / the / I / bag ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

[Ｄ] 次の英文を日本語にしなさい。

(10) I visited my aunt, who was not at home.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10) 

(11) He has two sons, who work for a bank.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

[Ｅ] ［　］内から適切な関係詞を選び，英文を完成させなさい。

(12) We visited the city [ which / where ] he was born.

 　　　　　　　(12) 

[Ｆ] 各組の英文がほぼ同じ意味を表すように，（　）に適切な語を入れなさい。

(13) You can eat anything that you like.

You can eat (　　 ) you like.  　　　　　　　(13) 

[Ｇ] 日本語の意味に合うように，（　）に適切な語を入れなさい。

(14) 彼女は歌を歌ってくれたが，その題名を私は知らなかった。

She sang a song, the title (　　 ) (　　 ) I did not know.  　　　　　　　   　　　　　　　(14) 

(15) 彼女はロンドンへ引っ越し，そこで日本語教師として働いた。

She moved to London, (　　 ) she worked as a Japanese teacher.  　　　　　　　(15) 



解  答
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(1) I have someone with whom I share my happiness. [10.1 関係代名詞の限定用法〈Key Sentences〉]

(2) You can park your bicycle wherever you like. [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(3) They will hire whoever you recommend. [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(4) which [10.2 関係代名詞の非限定用法〈Key Sentences〉]

(5) who [10.2 関係代名詞の非限定用法〈Key Sentences〉]

(6) why [10.4 関係副詞〈Key Sentences〉]

(7) Whenever you come , you can relax here. [10.5 複合関係詞〈Key Sentences〉]

(8) This article isn't what I was looking for . [10.3 関係代名詞what〈Key Sentences〉]

(9) This is the same bag as I bought . [10.6 関係代名詞を使う表現〈Key Sentences〉]

(10) 彼には息子が 2 人いて，その息子たちは銀行で働いている。 [10.2 関係代名詞の非限定用法〈確認問題集〉]

(11) 彼には息子が 2 人いて，その息子たちは銀行で働いている。 [10.2 関係代名詞の非限定用法〈確認問題集〉]

(12) where [10.4 関係副詞〈確認問題集〉]

(13) whatever [10.5 複合関係詞〈確認問題集〉]

(14) of which [10.2 関係代名詞の非限定用法〈確認問題集〉]

(15) where [10.4 関係副詞〈確認問題集〉]


