
〔 英語ブロック【重要ランク順】オリジナル単語帳 〕

☒  [(フ)ウィッチ]

代 ① どちら、どれ

②【関係代名詞】

…である[する]ところの

形 どの

☒  [ぞウズ] ※ that の複数形

代 あれら、それら、あの人たち (⇔ these)

形 あれらの、それらの (⇔ these)

４７ページ

159

単数形 複数形

this (これは) these (これらは)

that (あれは) those (あれらは)

it (それは) they (それらは / 彼らは / 彼女らは)
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← スペルがよく似ています。

しっかり区別して覚えましょう。

※ these →【単語帳 No. 158】

they →【単語帳 No. 60】

in those days 『そのころは、当時は』

比較 these days 『近ごろ、このごろ』

→【単語帳 No. 158 … these】

※ which は限られた範囲の中で

選ぶときに使う疑問詞。

例 Which subject ~ ?

『どの教科を[が]～』

※ what は範囲がとくに決まって

いないときに使う疑問詞。

例 What color ~ ?

『何色を[が]～』

≪関係代名詞≫
…【かんたん英文法】参照。

※ 関係代名詞 which は、先行詞が

〔物〕または〔動物〕で、後ろに

(助)動詞 または 主語 + 動詞 が

続くときに使う。

… 後ろに (助)動詞 が続く形は

【主格】、後ろに 主語 + 動詞

が続く形は【目的格】。

※ that にも同様の用法があるので、

which は that と書き換えが可能。

Which is your pen ? 『どちらがあなたのペンですか？』

= Which pen is yours ? 『どちらのペンがあなたのものですか？』

→ The red pen is mine. 『(その)赤いペンが私のものです。』

Which do you like better, summer or winter ?
『あなたは夏と冬とではどちらのほうが好きですか？』

→ I like summer better (than winter).
『私は(冬よりも)夏が好きです。』

Which [Who] is taller, Ken or Tom ? ※ 疑問詞が主語になっている。

『ケンとトムではどっちが背が高いですか？』

※ 人と人をくらべるときには Which より Who を使うことが多い。

→ Tom is (taller than Ken). 『トム (はケンより背が高い)です。』

She didn’t know which (book) to read.

『彼女はどちら(の本)を読んだらよいかわかりませんでした。』

(※ 直後に 名詞 があるときの which は 形容詞 )

= She didn’t know which (book) she should read.

『彼女はどちら(の本)を読むべきかわかりませんでした。』

Are those your notebooks ?
『あれらはあなたのノートですか？』

→ No, they’re not. 『いいえ、そうではありません。』

Those are my shoes. 『あれは私のくつです。』

… この場合は ｢あれら｣ よりも ｢あれ｣ が自然。

Do you know those girls ?

『あなたはあの女の子たちを知っていますか？』

… この場合は ｢あれら｣ よりも ｢あの｣ が自然。

There are no computers in those days.

『当時はコンピューターはありませんでした。』

which ( 名詞 ) to ~

『どちら(の 名詞 )を～したらよいか、

どちら(の 名詞 )を～すべきか』

※ should を使って書き換え可。

≪関係代名詞≫ … (１)(２)は【主格】、(３)(４)は【目的格】

(１) I have a dog which [that] runs very fast.

『私はとても速く走る犬を飼っています。』

(２) The pencil which [that] is on the desk is mine.

『机の上にあるそのえんぴつは私のものです。』

(３) This is a camera which [that] Tom bought in China.

『これはトムが中国で買った(１台の)カメラです。』

(４) The book which [that] I read yesterday
was very interesting.

『私が昨日読んだその本はとてもおもしろかった。』

※ read は過去形なので [れッド] と読む。

※『あれ』『あの』と訳すほうが自然な

日本語訳になることもある。
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