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高校新演習のご案内 15

STANDARD

■高校新演習  英文法トレーニング

8

解答と解説は５ページ
　　次の英文を読んで，下の各問いに答えなさい。（目安時間　6.5 分）

There are more than 7.7 billion people on Earth today.  As of June 2017, the United Nations 
had estimated that ①the world’s population would increase to 8.6 billion by 2030, 9.8 billion by 
2050, and 11.2 billion in 2100.  Even though the COVID-19 pandemic can affect the growth of the 
world’s population, there is no doubt the world will face further population explosions for half 
a century to come.

You may be worried that we won’t have enough food to feed such a large number of people. 
（　②　）, the world is already producing enough food to feed about 10 billion people.  How, then, 
can we explain the fact that more than 10 percent of the world’s population doesn’t get enough 
to eat?

One of the biggest reasons is that we waste too much food. Every year about 1.3 billion tons 
of food is wasted around the world. ③If you eat two of the four hamburgers that you have just 
bought at a fast food shop and throw away the other two, you waste food. ④When we throw 
away food, we waste not only our limited food resources but also all the energy that is used to 
produce the food. We can start making an effort to reduce food waste by buying and cooking 
food more carefully in our daily lives.　（約 220 語）

⑴　下線部①の予測から明らかなのはどのようなことですか。日本語で説明しなさい。

　　
⑵　（　②　）にあてはまる語句を次から選び，記号で答えなさい。 （　　　　）
　ア．Of course　　イ．In fact　　ウ．Above all　　エ．In addition

⑶　下線部③の例で，無駄になる食べ物を英語２語で答えなさい。

　　
⑷　下線部④を和訳しなさい。

　　
⑸　本文のタイトルとして最も適切と思われるものを次から選び，記号で答えなさい。 （　　　　）
　ア．How can we reduce the amount of garbage we produce?
　イ．How should we decide what food to buy?
　ウ．What is one way to help solve the global food shortage? 
　エ．What is the cause of the global population explosion?

billion「10 億（の）」　estimate「見積もる，概算する」　
the COVID-19 pandemic「COVID-19 のパンデミック（世界的大流行）」　affect「影響する」　
growth「成長，伸び」　further「さらなる」　explosion「爆発（的増加）」　limited「限られた」
⑴　there is no doubtは「～ということは疑いない」という意味。
⑵　「（ところが）実は」を意味する慣用表現は何か。
⑶　if節をよく読み，何が何個無駄になるのかを考える。
⑷　not only ～ but also ...は「～だけでなく…もまた」という意味。
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1 1 . Do you know the woman who is holding a 

baby in her arms?　（あなたは腕に赤ちゃんを
抱いている女性を知っていますか。）

2 . I’m reading the novel which he lent me 

yesterday.　（私は昨日彼が貸してくれた小説を
読んでいます。）

3 . The house whose roof is red is John’s.　（屋
根の赤い家はジョンの家です。）

4 . Tom is the only boy that was able to 

answer this  question.　（トムはこの問題を解
くことができた唯一の少年です。）

5 . The fish he caught was the biggest of all.

（彼が捕まえた魚はすべての中で一番大きかっ
た。）

6 . He is the man who bought this car.　（彼は
この車を買った人です。）

1 . whoは先行詞を「人」とする主格の関係代名詞で，
who ～ her armsの形容詞節が先行詞である the 

womanを修飾しています。主格の関係代名詞は，関
係代名詞が導く形容詞節の中で，「主語」の働きをし
ます。そのため，関係代名詞のあとには（助）動詞が続
きます。

2 . このwhichは先行詞が「物や動物」の場合に用い
る目的格の関係代名詞です。which ～ yesterdayが
形容詞節で，the novelを修飾しています。目的格の
関係代名詞は，関係代名詞が導く形容詞節の中で，
「目的語」の働きをします。本来目的語は動詞のあと
にくるものですが，関係代名詞は先行詞の直後に置く
という原則があるので，形容詞節は，〈関係代名詞＋
S＋V〉という語順になります。

3 . これは，文の主語である The houseが関係代名詞
の whoseが導く形容詞節によって修飾されている文
です。形容詞節が主語を修飾する場合，〈主語（先行
詞）＋形容詞節＋動詞～〉という語順になります。
　関係代名詞のwhoseは形容詞節の中で，所有格の
代名詞の働きをします。The house is John’s.と Its

roof is red.という２文が１文になったと考えること

第 15講 関係詞⑴
P.4〜P.5 基本問題

解 説

ができます。ここで注意したいのは，所有格の代名詞
と同じように，所有格の関係代名詞は，あとに無冠詞
の名詞を必ず伴うということです。

4 . この thatはあとに be動詞の wasがきているので，
「主格」の関係代名詞です。thatは主格，目的格の関
係代名詞 who，whom，whichの代わりに用いるこ
とができるものです。

5 . これは関係代名詞が省略された文で，本来，fish

と heの間に which［that］があると考えます。関係代
名詞は「目的格」の場合のみ省略することができます。
関係代名詞が省略されていると，形容詞節を見極めに
くいですが，〈名詞＋（代）名詞（主語）＋動詞〉という語
順を見つけたら，関係代名詞の省略と考えて間違いあ
りません。

6 . whoは先行詞を「人」とする主格の関係代名詞で，
who ～ this carの形容詞節が先行詞である the man 

を修飾しています。

2  1 . which　　2 . whom　　3 . whose

4 . who　　5 . which

1 .「あなたは列車事故について伝える記事を読みまし
たか」
　関係代名詞を見極める場合，先行詞の種類と関係代
名詞のあとの語の２点に注目します。
　この問題では，先行詞が the articleで「物」，関
係代名詞のあとが動詞なので，主格の関係代名詞
whichを選択します。

2 .「トムは私がパーティーに招待する予定の客の１人
です」
　先行詞が the guestsで「人」，関係代名詞のあと
が I will inviteと〈S＋V〉が続いているので，目的格
の関係代名詞whomを選びます。

3 .「彼はその歌が若者の間で人気のあるミュージシャ
ンです」
　関係代名詞のあとに〈S＋V〉が続いているので，目
的格の whom を選びかねませんが，songs are 

popular ～は目的語を必要とする文ではありません
から，所有格の関係代名詞whoseを選ばなければな
りません。whoseは形容詞節の主語である songsに
伴う所有格の働きをしています。

解 説

解 答 解 説
高校新演習高校新演習

スタンダードスタンダード 英語Ⅱ
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□⑴　They will leave Narita for Hawaii tomorrow.

□⑵　Yesterday I bought a new bag for my brother.

□⑶　The dictionary on the table is mine.

□⑷　Does your brother often go to church?

□⑴　It didn’t rain heavily here yesterday.
　　　昨日は ( )。
□⑵　To solve the problem will be hard for him.
　　　その問題を解くのは ( )。
□⑶　My sister came home with her friends.
　　　妹は ( )。
□⑷　The man came into the room without saying anything.
　　　その男性は何も言わないで ( )。

□⑴　私の両親は今朝６時に福岡に向かって東京を発ちました。
　　　( parents / left / at / my / for / six / Tokyo / Fukuoka ) this morning.

□⑵　トムといっしょに座っている女の子は私のいとこです。
　　　( sitting / the / girl / with / is / Tom ) my cousin.

□⑶　あなたは今までに彼の誕生日に彼にプレゼントを送ってあげたことがありますか。
　　　( ever / a / sent / you / him / have / present ) for his birthday?

□⑷　そのかわいい赤ちゃんはそのとき小さなベッドで眠っていました。
　　　( pretty / the / baby / in / sleeping / the small bed / was ) then.

001 SVの指摘 文の要素
次の文について，主語には　　，動詞には　　を引きなさい。

002 和訳完成 文の要素
次の英文の意味を完成させなさい。

003 語順整序 文の要素
次の日本文に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きなさい。

第第11講

トレーニングトレーニング A－1
文の成り立ち
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□⑴　I believe that Ken will pass the next exam. （　　　　）

□⑵　Let’s go fishing if it is fine tomorrow. （　　　　）

□⑶　The boy knew how to use chopsticks. （　　　　）

□⑷　Her dream was to be a scientist. （　　　　）

□⑸　At the beginning of a book there is often a table of contents. （　　　　）

　　　［ 名詞句　　形容詞句　　副詞句　　名詞節　　形容詞節　　副詞節 ］

□⑴　みんな彼が有名な詩人であることを知っています。
　　　Everybody knows (t　　　　　　) (h　　　　　　) is a famous poet.
□⑵　雨降りですが，私は母と買い物に行くつもりです。
　　　It is rainy, (b　　　　　　) I’ll go shopping (w　　　　　　) my mother.
□⑶　部屋を出るとき，ドアに鍵をかけるのを忘れないでください。
　　　(W　　　　　　) you leave the room, don’t (f　　　　　　) to lock the door.
□⑷　私たちは雨の中を駅まで歩きました。
　　　We walked to the station (i　　　　　　) (t　　　　　　) (r　　　　　　).

□⑴　私は病気の人を助けるために医者になりたいです。
　　　I want to ( become / help / people / to / sick / a / doctor / . )

□⑵　写真の女性はカリフォルニアに住んでいる私のおばです。
　　　The lady ( in / the / is / aunt / my / in California / picture / lives / who / . )

□⑶　よい本を読むことはとても有益です。
　　　To ( read / very / is / books / useful / good / . )

□⑷　バスに乗り遅れたので，彼らはタクシーに乗りました。
　　　( a taxi / took / because / they / were / they / late ) for the bus.

004 句・節の種類 句と節
次の文の下線部の句，節の種類を下から選んで答えなさい。

005 適語補充 句と節
次の日本文に合うように，（　　）に与えられた文字で始まる適語を入れ，英文を完成させなさい。

006 語順整序 句と節
次の日本文に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きなさい。

トレーニングトレーニング A－2
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※その他の運用例
　・ 確認テストは「前回の復習」として
ではなく、当日の授業の最後に使用。

確認テスト(前回の復習） 15分

基礎学習 20分

基本問題 15分

演習問題 15分

読解問題 15分

個別指導の運用例（1コマ80分）

教科書レベルの文法事項を確実に
定着させるための問題を厳選しま
した。それぞれの文法事項につい
て多様な出題形式の問題を掲載し
ており、繰り返し演習できる構成に
なっています。
スタンダード英語Ⅰ・英語Ⅱとカリ
キュラムをそろえていますので、組
み合わせて使用することが可能。
問題演習を数多く重ねることがで
き、学習効果が高まります。
※ 英文法トレーニングの問題は、
ベーシック英文法の「トレーニン
グ」「まとめの問題」と共通の内
容です。

●読解問題
最新の素材をベースに書き起こした英文を各単元で2問出題。高校生の
知的好奇心を満たすような話題を集めました。また、目安時間と語数を
記載しているので、速読を意識して取り組むことができます。

●解答解説
各設問に対して詳細な解説を用意しました。
「読解問題」には全文訳が付きますので、英
文和訳・解釈の練習もしっかり行えます。

長文を読み、作者の主張を読み取ったり、論の展開をつかんだりする力を
養うテキストです。教材の後半では総合問題演習をします。

文の構造をしっかりとらえて、一文ごとに精読を行うためのテキストです。
文法のテーマごとに深く掘り下げます。

英語長文スタンダード

英語構文スタンダード




