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Power English に参加してくれてどうもありがとうございました。
受験生である諸君の実力向上に少しでも役立ててくれればうれしいです。
今回の形容詞というテーマは幅の広い内容です。その代表が関係代名詞です。
使い方は単純なのですが、基本を大切にしないと難しく感じてしまう単元です。
テキストを再読して、参考書や問題集なので再強化すれば「武器」になります。
では、解答と解説を始めましょう。
問題１

次の文の（

）内の動詞を現在分詞か過去分詞に変えなさい。

1. He went into the house through the ( broken ) window.
▲「（人に）壊された窓」＝「壊れた窓」broken だけなので名詞の前に置きます。
2. This is a watch ( given ) by my father.
▲「父から与えられた時計」受動態の意味を持つ形容詞用法です。
3. There are a lot of people ( waiting ) for the department store to open.
▲「デパートが開店するのを待っている人々」進行形の意味を持つ形容詞用法です。
ここでは、意味のカタマリが７語あります。
4. The language ( spoken ) in Australia is English.
▲「オーストラリアで話されている言語」受動態の意味を持つ形容詞用法です。
5. The girls ( singing ) that song are a popular idol group.
▲「その歌を歌っている女の子達」進行形の意味を持つ形容詞用法です。
問題２

例にならって 2 つの文を分詞を用いて１つの文にしなさい。

（例）This is a camera. It was made in Japan.
（答）This is a camera made in Japan.
1. Do you know the man? He is talking with our teacher.
Do you know the man talking with our teacher?
「先生と一緒に話をしている男性を知っていますか」
2. He took many pictures of birds. They are flying.
He took many pictures of flying birds.
「彼は飛ぶ鳥の写真をたくさん撮りました」
3. I got a letter.

It is written in English.

I got a letter written in English.
「私は英語で書かれた手紙を受け取りました」
4. The building is our school. It stands on the hill.
The building standing on the hill is our school.
「丘の上に立っている建物は私たちの学校です」現在分詞の形容詞用法は、進行形の
意味ばかりではなく、能動態の意味もあるので、standing のようにしても意味は変わ
りません。
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5. The people are all farmers. They live in this village.
The people living in this village are all farmers.上の設問 4.と同じ理由です。
「この村に住んでいる人々は皆農民です」
問題３

次の文の中の関係代名詞の節を［ ］で囲み、先行詞に下線を引きなさい。また、
その関係代名詞が省略できる場合には、その関係代名詞を（ ）でくくりなさい。

1. This is the watch [ (which) my aunt bought for me ].
▲「私の叔母が私に買ってくれた時計」my aunt bought が S+V の部分なので、通常
は省略します。
2. The girl [ who spoke to you yesterday ] is very good at swimming.
▲「昨日君に話しかけた女の子」
3. I have two sons [ that go to elementary school ].
▲「小学校に通っている２人の息子」
4. Look at the boy and a dog [ that are running over there ] .
▲「向こうで走っている男の子と犬」
5. The mountain [ whose top is covered with snow ] is Mt. Fuji.
▲「その頂上が雪で覆われている山」
問題４

次の文の（

）内に that 以外の適当な関係代名詞を入れなさい。

1. This is the box ( which ) Tom made.
「トムが作った箱」Tom made が S+V の部分なので、which は通常は省略します。
2. I have a cousin ( who ) lives in Tokyo.
「東京に住んでいるいとこ」
3. The dog ( which ) is sleeping under the tree is Pochi.
「木陰で寝ている犬」
4. Those students ( who ) take music class love music.
「音楽の授業を受けている生徒たち」
5. The house ( whose ) roof is red is my uncle’s.
「その屋根が赤い家」 “屋根” roof があるので、その家自体のことではなく、その家の
屋根のことだから、whose にします。
１問５点として計算してみましょう。
合格点は 80 点以上です。
（100 点とれるまで復習をしてくださいね）
高校受験に向けて役立つことを願っています。
もし、今回の授業について質問などがあれば、学校説明会の折りに是非また来て、質問してください。
お待ちしています！
担当：角田 淳（つのだ

あつし）

