
Vision Quest English Expression Ⅱ Ace    配布用プリント 

Part1  Lesson 15  Practice 

  → 教科書 p.49 

解答   

 1  1. He is a talented director whose films have won 

many awards. 

2. He is one of the few Japanese novelists who 

[that] are known outside the country. 

3. Do you know any restaurants where [at which] I 

can eat local dishes? 

4. I don’t know the reason why she hasn’t called me. 

5. My grandfather often talks about the good old 

days when there was no TV. 

6. I’ll give you some tickets to the museum which 

[that] a lot of children visit. 

解説 1. 先行詞は「人」，Hisは所有格なので関係代名

詞 whose を使う。「彼は(彼の)映画が多くの賞を獲

得している才能のある監督だ」 

 2. 先行詞は「人」，主語の働きをしているので主格の

関係代名詞 who または that が入る。「彼は国外で

有名な数少ない作家の 1人だ」 

 3. 場所を表す関係副詞 where を使う。which を使う

場合は at whichとする必要がある。「地元の料理が

食べられるレストランをどこか知っていますか」 

 4. 理由を表す関係副詞 why を使う。「私には彼女が

私に電話をくれない理由がわからない」 

 5. 時を表す関係副詞 whenを使う。「私の祖父はテレ

ビがなかった古き良き時代についてよく話す」 

 6. 先行詞は「場所」だが，visitの目的語が itなので，

関係副詞 where ではなく，目的格の関係代名詞

which [that]が適切。「多くの子どもたちが訪れる

博物館のチケットを何枚かあなたにあげましょう」 

 

 2  1. This is the first song (that) I wrote when I was 

in junior high. 

2. You can find whatever [everything, anything 

(that), all] you need online. 

3. I was late and it was rainy. That’s why I took a 

taxi to the station.  

4. She went to the library, where she looked for 

books on her town. 

5. You don’t need to worry about what has not 

happened (yet).  

6. I’d like to have the [a] meeting on a day when it’s 

convenient for everyone. 

解説 1. the first songを先行詞とし，目的格の関係代名

詞 that で始まる関係詞節を続ける。先行詞に the 

firstがつくので関係代名詞はwhichではなく that。

thatは省略可。 

 2. 「(あなたが)必要とするものは何でも」は whatever 

[everything, anything (that), all] you needと表す。 

3.「そういうわけで～」は That’s why ～で表す。 

 4. the libraryを先行詞とし，関係副詞 where を使っ

て表す。先行詞に「(そして)そこで～」と説明を加

えるので，where の前にコンマを付け，非限定用法

にする。 

 5. 「～すること」は関係代名詞 whatを使って表す。

what が導く節は前置詞 about の目的語になってい

る。「まだ起こっていない」は現在完了形で表す。 

6.「その日」a dayを先行詞として，when以下の「み

んなの都合のいい」が後ろから修飾する。「みんな

の都合のいい日に」は前置詞 onを用いて on a day 

when it’s convenient for everyone とつなげる。 

ポイント 関係詞の非限定用法 

   先行詞と，関係代名詞や関係副詞の間にコンマを

付けると，先行詞を限定して説明するのではなく，

補足的に説明することができる。日本語にするとき

は，「そして」「しかし」などの接続語を補うとわ

かりやすい。 

  例）Nao is a small child, who can speak English. 

    ナオは幼い子どもだが，英語を話すことができ

る。 

 


