マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT １０２（ページ

２０４〜２０５）

私は女性を合いました。彼女は6カ国語を話せます。

I met a woman. She can speak six languages.

私は6カ国語を話せる女性と会いました。

I met a woman who can speak six languages.

ジャックは帽子をかぶっていました。その帽子は、彼には大きすぎました。

Jack was wearing a hat. It was too big for him.

ジャックは、自分には大きすぎる帽子をかぶっていました。

Jack was wearing a hat that was too big for him

ジャックは、自分には大きすぎる帽子をかぶっていました。

Jack was wearing a hat which was too big for him.

ジャックは、自分には大きすぎる帽子をかぶっていました。

Jack was wearing a hat which was too big for him.

物を盗む人は、泥棒です。

A thief is a person who steals things.

ピアノを弾ける人を誰か知ってますか？

Do you know anybody who can play the piano?

その電話をかけてきた人は、自分の名前を名乗りませんでした。

The man who called didn't give his name.

そのオフィスで働く人たちはとてもフレンドリーです。

The people who work in the office are very friendly.

空を飛ぶ機械は、飛行機です。

An airplane is a machine that flies.

エマは築１００年の家に住んでいます。

Emma lives in a house that is 100 years old.

そのオフィスで働いている人たちはとてもフレンドリーです。

The people who work in the office are very friendly.

空を飛ぶ機械は、飛行機です。

An airplane is a machine which flies.

エマは築１００年の家に住んでいます。

Emma lives in the house which is 100 years old.

そのパーティでピアノを弾いていた女性を覚えていますか？

Do you remember the woman who played the piano at the party?
EXERCISES（演習）:

物を盗む人は、泥棒です。

A thief is a person who steals things.

肉を売る人は、肉屋の主人です。

A butcher is a person who sells meat.

音楽用の楽器を弾く人は、ミュージシャンです。

A musician is a person who plays a musical instrument.

病院で病気になっている人は、患者です。

A patient is a person who is sick in the hospital.

歯をケアしてくれる人は、歯医者です。

A dentist is a person who takes care of your teeth.

馬鹿げたことをする人は、愚か者です。

A fool is a person who does stupid things.

とても頭の良い人は、天才です。

A genius is a person who is very intelligent.

真実を言わない人は、嘘つきです。

A liar is a person who doesn't tell the truth.

電話をかけてきた男性は、自分の名前を名乗りませんでした。

The man who called didn't give his name.

そのドアを開けた女性は、黄色のドレスを着ていました。

The woman who opened the door was wearing a yellow dress.

そのテストを受けたほとんどの生徒は合格しました。

Most of the students who took the test passed.

私たちの車を止めた警察官は、あまりフレンドリーではありませんでした。

The police officer who stopped our car wasn't very friendly.

(以下の文章は、”that”も使えます。）

*You can also use "that" for all sentences below.

６カ国語話せる女性に会いました。

I met a woman who can speak six languages.

あなたのオフィスで働き始めたその男性の名前は何ですか？

What's the name of the man who just started working in your office?

その街を流れる河の名前は何ですか？

What's the name of the river which flows through the town?

その壁にかかっていた絵はどこにありますか？

Where is the picture which was hanging on the wall?

車を買いたい人を知っていますか？

Do you know anybody who wants to buy a car?

あなたは答えにくい質問をいつもします。

You always ask questions which are difficult to answer.

車の修理がとても得意な友人がいます。

I have a friend who is very good at fixing cars.
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そのパーティに行った全員がとても楽しんだと思います。

I think everybody who went to the party really enjoyed it.

どうして彼はいつも自分にとってとても小さい洋服を着るのですか？

Why does he always wear clothes which are too small for him.

物を盗む人は泥棒です。

(X) A thief is a person who (that) steals things.

コーヒーを作る機械は、コーヒーメーカーです。

(OK) The coffee maker is a machine which (that) makes coffee.

（延々と）話し続ける人は好きではありません。

(OK) I don't like people who (that) never stop talking.

間違えている文章を直して下さい。

(OK) Correct the sentences which (that) are wrong.

私の近所の人は、60,000ドルする車を買いました。

(OK) My neighbor bought a car which (that) cost $60,000.
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