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第

1講

テーマ

人称代名詞（it・they）の働き

人称代名詞（it・they）
が指すものを正確にとらえる。

「私」
「あなた」
「それ以外の人・もの・こと」を指す代名詞を人称代名詞と言う。I，you，he などが指す
ものを誤解するおそれはないが，it と they については何を指すかを正しく理解する必要がある。

it は，ふつうは前に出ている単数の名詞（人以外）を指すのに使われる。they は前に出ている複数の名詞
（人・もの・こと）
を指し，人の場合は「彼ら」「彼女たち」，人以外の場合は「それら」という意味になる。

例題

次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

International trade helps drive economic growth. For poor countries, though, competing overseas is
hard. That’s where “fair trade” comes in.

①

It gives poor countries a betterr chan
chance to succeed.

Fair trade begins with standards. For example, producers of crops
ps or goods must
mus treat workers well.
Women and men must receive equal pay. Also, working conditions
ditio must be safe.
e. After meeting the
5

standards, producers can label their goods as “fair trade.”
.

e
l
p
m

Special *logos on packages draw attention to these
hese items.

②

They may
may b
be crops like
ke *Ugandan tea

rea . Produc
leaves. Or they may be finished products like
*Kenyan skin
creams.
Producers receive
decent prices.
ke *K
in creams
Produce
ed
d their workers.
As a result, ③ they can build better lives
ves for themselves
ves and
workers
④
10

It’s a big market, worth nearly
arly $5
$ billion in
n 2009. Many stores ccarry ffair tr
trade goods.
ods

⑤

They’re

e famous example
also used as ingredients. Star
Starbucks coffee
example. Shoppers
good about
ee beanss are one
pers feel
f
buying fair trade products.
way,
poverty.
y, they’re helping put a
roduct In a small
mall way
an end tto world
ld pov

a
S

（注） logo：ロゴ
ゴ
（マ
（マーク）
，意匠文字
匠文字

Ugand
ウガンダの
Ugandan：ウガンダの

⑴

すものを英語で答えなさい
指すものを英語で答えなさい。
部① It が指すものを英語で答えなさい。
下線部①の

⑵

They が指すものを日本語で答えなさい。
ものを日本
答えな
下線部②の Th

⑶

の指すものを明らかにして和訳しなさい。
下線部③を，they の指すも

⑷

下線部④の It が指すものを英語で答えなさい。

⑸

下線部⑤の They が指すものを英語で答えなさい。

英語長文の読み方

Kenyan：ケニ
K
：ケニアの

人称代名詞
（it・they）
の働き

一般に代名詞の指すものは，その代名詞が使われている文，またはその直前の文の中にあることが多い。

it が指すのは具体的なものだけではない。前の内容を受けて「そのこと」という意味を表す場合もある。

2

・He said he was a doctor, but it was a lie.
（自分は医者だと彼は言ったが，それはうそだった）
この文の it は「彼が医者だということ」を指す。

they（them・their）は，「私たち」「あなたたち」以外の複数の名詞なら何でも指すことができる。前に２つ以
上の複数名詞があるときは，前後の文脈から they
（them・their）
がどれを指すかを考える。
・My parents are teachers. They work at the same school.
（私の両親は教師だ。２人は同じ学校に勤めている）
このように前の文の主語が複数名詞の場合，they はその主語を指すことが多い。
・My parents bought me some books. They are very interesting.
（両親は私に何冊かの本を買ってくれた。それら（の本）
はとてもおもしろい）
この場合は，前の文の主語
（my parents）
ではなく目的語（some books）を they で言いかえている。
・There are some reasons why the boys were scolded by their teacher, and
nd I kn
know them.
前に複数名詞が２つ
（some reasons と the boys）あるので，them がどちらを指すかを考える必要がある。正し
ちらを指すかを考
，私は
）を知っている」
を
い訳文は「その少年たちが先生にしかられたいくつかの理由があり，私はそれら
（の理由）
。them
＝the boys と考えると意味が通じない。

e
l
p
m

例題の解法

の（単数の名詞）
直前
It の指すもの
は直前の
は直前の文中にあると考える。
ある
う文脈
⑴ 「それは貧しい国々に〜を与える」という文脈から，
直前の文（Special logos on packages
には複数
kages draw attention
ntion to these items.
items ）には複数名詞が３つ
には複数名詞が （下線部）
下線 含まれて

⑵

いるので，② They may be crops ... の they がどれを指すかは文脈から判断する。
指すかは文脈から判断す
ccrops（作物）
物）は logos
（ロゴマー
ク）・packages
どれに当たるかを考えれ
（包装）
）
・ite
items（品物）のうちのどれに当たるかを考えればよい。

a
S

直前の文
（Producers
複数名詞
詞が２つ（
oduce receive decentt prices.
prices.）には複
には複数名詞が２つ
（下線部）含まれ
含まれているが，they can build

⑶

人」を指すと考えるのが自然で
... という形から
形から they は「人」を指すと考えるのが自然である。
「人」を指すと考えるのが自然である。

文
直前の文
（As a result,
th can
an build
uild better
etter lives for themselves
lt,, they
elves and their workers.）に含まれる単数名詞

⑷

は a result（結
が
mar （それ
（結果）
だけだが，
が，It’s
It’ a bi
big market
（それは大きな市場である）
きな市場
の it が a result を指すとは考えられな
て，
い。したがって，この
指すものはもっと
it が指
が指すものはもっと前にある。このように，代名詞の指すものが常に直前の文中にある
る。こ
で注
「それは
市場で
とは限らないので注意しよう。
「それは大きな市場である」の「それ」と置きかえたとき意味が通じる単数の名詞
探せ
を前の文章中から探せばよい。
⑸

こ の 個 所 は，Many
any stores carry fair trade goods.

⑤

They’re also used as ingredients. と な っ て い る。

they は前の文中の２つの複数名詞のどちらかを指すと考えられるが，
つの複数名
They’re（also）used ... が受動態（be used
＝使われる）になっているので，they は「使う」側ではなく「使われる」側のものを指す。このように代名詞の指
すものを正しくとらえることによって，その文の意味を正確に理解することができる。

重要語句
□ trade：商業，貿易

□ drive：推進する

□ economic growth：経済成長

□ fair trade：フェア・トレード（発展途上国から輸入した商品を適正価格で買う運動）
□ crop：作物
□ package：包装

□ receive：受け取る

□ pay：給料

□ decent：まずまずの，きちんとした

□ carry：
〈店が商品を〉扱っている

□ ingredient：材料

□ producer：生産者

□ meet：応じる，満たす

□ draw attention to 〜：〜に注意を引きつける

□ product：産物，製品

□ compete：競争する

□ item：品

□ label：表示をつける
□ finished：最終の

□ as a result：その結果
□ put an end to 〜：〜を終わらせる

□ poverty：貧困

3

演

習

問

題

次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。

Before we had radios or *satellites, ① exploring the world was dangerous. People risked their lives to
*chart oceans and cross mountains. Sir Ernest Shackleton was one such man. A hundred years ago,
he led teams to explore Antarctica. One of those trips turned into a nightmare.
During his life, Shackleton made three trips to the frozen wild. He raced to be the first to the South
5

Pole. In 1902 and again in 1909, he nearly reached the goal. But he didn’t

②

make it *all the way. In

1911, Roald Amundsen beat him to the prize. So Shackleton came up with a new goal: to be the first to
cross Antarctica.
He ③ set out in late 1914 with two ships. One, the Endurance, would take Shackleton to the northern
side of Antarctica. The other, the Aurora, would sail to the other side. Its crew would drop off supplies
10

for the rest of the crossing. Unfortunately, nothing went as planned.
Two months after setting sail, the Endurance got stuck in the ice.
e. The
Th 30-man
man crew had to sit and
wait for the ice to break apart. The floating *ice pack carried
the ship away from
ed th
om Antarctica. Even
worse, ④ it started pushing against the Endurance. Slowly,
wly th
the ice crushed
hed the ship.

e
l
p

By October 1915, the Endurance was in terrible
e shape.
sh
15

⑤

n’ss g
Shackleton’s
ackleton
goal changed
ed from crossing

o v e d ssupplies
u pp
p l i e s and lifeboats
Antarctica to just keeping everyone alive.
The crew remo
removed
ve. T
boa from the
Endurance. Then, in November, the *doomed
ship
floated
Cam
mped out
out on
n the
th ice, the crew
*do
p sank. Camped
cr
helplessly towards the ocean.

m
a

16. U
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⑴

下線部①を，it で始まる形で書きかえなさい。

⑵

下線部②の意味に最も近いものを，ア〜エの中から１つ選びなさい。
ア．change

イ．succeed

ウ．give up

エ．appear
（
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⑶

下線部③の意味に最も近いものを，ア〜エの中から１つ選びなさい。
ア．started

イ．stopped

ウ．built

エ．sold

⑷

下線部④の it が指すものを英語で答えなさい。

⑸

下線部⑤を和訳しなさい。

⑹

次の各問いの答えとして適切なものを，ア〜エの中から１つ選びなさい。
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When was the South Pole first reached by an explorer?
ア．In 1902.

イ．In 1909.

ウ．In 1911.

エ．In 1916.

Where did the Endurance float after it got stuck in the ice?
ア．Toward Antarctica.

イ．In the direction of the
he Aurora.
A

ウ．Away from Antarctica.

エ．To South Georgia
orgia Island.
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ウ．He traveled to Antarctica
arctica once a year.
ear.
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エ．He regretted failin
failing to ccross Antarctica.
tar
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から２つ選びなさい。
致するも
〜オの中から２つ選びなさい。
本文の内容に一致するものを，ア〜オの中から２つ選びなさい。
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重要語句
□ explore：探検する

□ risk：危険にさらす

□ nightmare：悪夢

□ frozen：凍った

□ prize：賞（金）
□ set sail：出航する

□ supplies：食糧

□ crush：押しつぶす
□ lifeboat：救命ボート

□ make it to 〜：〜にたどり着く

□ crew：乗組員

□ as planned：計画どおりに
□ even worse：さらに悪いことに

□ in terrible shape：ひどい状態で
□ violent：猛烈な

□ beat：破る

□ sit and wait：様子を見る

□ float：浮かぶ

□ camp：野営させる

□ turn into 〜：〜になる

□ race：競争する

□ sail：航海する

□ rest：残り

□ get stuck：動けなくなる

□ break apart：
（割れて）
分解する

□ consider：考える

□ wild：荒野

□ come up with 〜：〜を思いつく

□ drop off：降ろす

□ barren：不毛の

□ Antarctica：南極大陸

□ remove：取り除く

□ helplessly：無力に

□ hurricane：ハリケーン

□ courage：勇気

□ solid：固い
□ barely：かろうじて

□ record：記録する

□ rescue：救助する

□ failure：失敗者
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