
【新二年生用】第11章　関係詞 総合英語Evergreen

[Ａ] 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。

(1) They live in a house (　　) stands on a hill.

彼らは丘の上に立っている家に住んでいます。  　　　　　　　(1) 

(2) This is the same jacket (　　) was worn by the actor in the movie.

これはその映画でその俳優が着ていたのと同じジャケットだ。  　　　　　　　(2) 

(3) He said he wasn't afraid of ghosts, (　　) wasn't true.

彼は幽霊は怖くないと言っていたが，それは本当ではなかった。  　　　　　　　(3) 

(4) I gave him (　　) help I could give.

私は，できる限りの援助を彼に与えた。  　　　　　　　(4) 

(5) There was a time (　　) dinosaurs lived on the earth.

地球上に恐竜が生きていた時代がありました。  　　　　　　　(5) 

[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。

(6) This is the city (　　) I was born in.

これは，私が生まれた町だ。

①where    ②which    ③what    ④when     　　　　　　　(6) 

(7) (　　) calls me, I don't want to answer the phone.

だれが電話をかけてこようと，私は電話に出たくない。

①Wherever    ②No matter whose    ③Whoever    ④However     　　　　　　　(7) 

(8) Oil and water do not mix, (　　) we all know.

みんなが知っているように，油と水は混ざらない。

①why    ②such    ③what    ④as     　　　　　　　(8) 

(9) Put the table (　　) you like.

そのテーブルを君の好きな場所に置きなさい。

①whatever    ②wherever    ③whichever    ④whenever     　　　　　　　(9) 

(10) She lent me some books, (　　) were not so interesting.

彼女は私に本を何冊か貸してくれたが，それほどおもしろくなかった。

①which    ②who    ③that    ④what     　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえなさい。

(11) 君がいつ来ようと，歓迎するよ。

You ( whenever / be / you / come / will / welcomed ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) この腕時計はまさに私がほしかったものだ！

( is just / I / watch / wanted / what / this )!

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

(13) そのクラブは入会金を払う人ならだれでも入会を認めている。

The club ( the / fee / whoever / entry / pays / admits ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13) 

(14) 私が通りで出会った男性は，銀行で働いている。

( whom / met / the street / I / man / on / the ) works at a bank.

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

(15) 彼には，奥さんが歌手の友人がいる。

He ( wife / a singer / a friend / whose / has / is ).

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(15) 



解  答

【新二年生用】第11章　関係詞 総合英語Evergreen

(1) which [Part 2-1　関係代名詞の基本〈Target例文〉]

(2) as [Part 3-2　関係代名詞の働きをするasとthan〈Target例文〉]

(3) which [Part 2-2　関係代名詞の継続用法〈Target例文〉]

(4) what [Part 3-4　関係形容詞〈Target例文〉]

(5) when [Part 2-3　関係副詞〈Target例文〉]

(6) ② [Part 2-1　関係代名詞の基本〈Target例文〉]

(7) ③ [Part 3-1　「譲歩」を表す複合関係詞〈Target例文〉]

(8) ④ [Part 3-2　関係代名詞の働きをするasとthan〈Target例文〉]

(9) ② [Part 2-4　複合関係詞〈Target例文〉]

(10) ① [Part 2-2　関係代名詞の継続用法〈Target例文〉]

(11) You will be welcomed whenever you come . [Part 3-1　「譲歩」を表す複合関係詞〈Target例文〉]

(12) This watch is just what I wanted ! [Part 2-1　関係代名詞の基本〈Target例文〉]

(13) The club admits whoever pays the entry fee . [Part 2-4　複合関係詞〈Target例文〉]

(14) The man whom I met on the street  works at a bank. [Part 2-1　関係代名詞の基本〈Target例文〉]

(15) He has a friend whose wife is a singer . [Part 2-1　関係代名詞の基本〈Target例文〉]


