
No.1関係代名詞の基本（１）

【１】元の代名詞が人間か物（動物）か、また、その代名

（ 。「 、詞の文中での働きが主格 主語の働きをしている ～は

～が の意味 か 目的格 目的語の働きをしている ～」 ） 、 （ 。「

を、～に」の意味）か、所有格（ ～の」の意味）である「

かによって、使われる関係代名詞を空欄に入れなさい。

人 間 物（動物）

主 格

目的格

所有格

【２】下の例を使って、関係代名詞で２つの文をつなぐつ

なぎ方を説明しなさい 但し 上の文の下線部の名詞 先。 、 （

行詞）を説明する形にすること。

That is .（例） the boy

I met him in the park yesterday.

【３ 【２】で作った文を例にして、関係代名詞でつなが】

れた英文の日本語の訳し方を説明しなさい。

【４】次の各文を関係代名詞でつなぎ、日本語に訳しなさ

い。但し、下線部の名詞（先行詞）を説明する形にする

こと。また、使われた関係代名詞の格（主格か目的格か

所有格か）を言いなさい。

1 Did you read ? I put it on your desk.) the letter

2 My uncle has . It has a fine garden.) a large house

3 I know . They can speak English well.) some students

4 Paris is . It has a lot of old churches.) a beautiful city

No.1関係代名詞の基本（１）

【１】

人 間 物（動物）

who that which that主 格 または または

whom that which that目的格 または または

whose whose所有格

【２】まず、 と同じものを指す代名詞を後ろの文かthe boy

him himら探します この例では がそうですね 次のその。 。

が【１】の表のどこに相当するかを考えます。ここでは

whom that人間で目的格「～を、～に」ですから、 または

whomになることが分かります。後は２文の間に、その

または を持ってきてつなぎ、次のようにすれば良いthat

のです （ここでは を使いましょう ）。 。whom

That is whom I met in the park yesterday.the boy

【３】大切なことは関係代名詞の後の文が先行詞（ここで

） 。 、は を説明する形に訳すということです つまりthe boy

２文をつないで「あれは○○○の少年である 」という訳。

にすることになります。

、「 、 。」実際の訳は あれは僕が昨日 公園で会った です少年

となります。

【４】

1 Did you read which that I put on your) (または )the letter

あなたは私があなたの机の上に置いた を読みdesk? 手紙

ましたか 〔目的格〕。

2 My uncle has which that has a fine) （または ）a large house

私の叔父は立派な庭のある を持っていgarden. 大きな家

る 〔主格〕。

3 I know who that can speak English) (または )some students

何人かの生徒well. 私は上手に英語を話すことの出来る

を知っている 〔主格〕。

4 Paris is which that has a lot of old) (または )a beautiful city

。churches. パリは沢山の古い教会のある です美しい都市

〔主格〕



No.2関係代名詞の基本（１）

5 I have . His sister is a good pianist.) a friend

6 That is . I met him at the station yesterday.) the old man

7 This is . Father bought it for me.) the watch

8 I want to go to . It is very large.) a lake

9 Betty is . She is loved by everyone.) a kind girl

10 is my father. He is playing tennis over there.)The man

11 I know . His mother is Japanese.) an English boy

12 is John. We met him last night.)The boy

13 London is . I want to visit it some day.) a city

14 is my sister. Her hair is very long.)That girl

15 That is . We often swim in it.) the river

16 Is this ? He is looking for it.) the tape

17 is my brother. He is riding a horse over there.)The boy

18 This is . His mother is a nurse of that hospital) my friend

19 Tokyo is . It has a lot of tall buildings.) a big city

20 Please show me . You took them in Kyoto.) the pictures

No.2関係代名詞の基本（１）

（ ）5 I have whose sister is a good pianist.) 私は そのa friend

姉が上手なピアニストである がいます 〔所有格〕友人 。

) あ6 That is whom I met at the station yesterday.the old man

whomれは私が昨日、駅であった です 〔目的格 （老人 。 〕

that thatの代わりに も考えられるが、この文では先頭が

で始まるから、 は使わない方が良い ）that 。

7 This is which that Father bought for me.) （または ）the watch

これは父が私に買ってくれた です 〔目的格〕（腕）時計 。

（この文では、 は固有名詞として、つまり人の名前Father

のようにして使われているので大文字で始めます ）。

8 I want to go to which that is very large.) （または ）a lake

僕は、とても大きい に行きたい 〔主格〕湖 。

9 Betty is who that is loved by everyone.) （または ）a kind girl

、 。〔 〕ベティは みんなに愛されている です 主格優しい少女

10 who that is playing tennis over there is) （または ）The man

向こうでテニスをしている は私の父でmy father. 男の人

す 〔主格 （ を説明するので、後ろの文は、そ。 〕 The man

の直後につながることに注意 ）。

) 私は そ11 I know whose mother is Japanese.an English boy （

の）母が日本人である を知っている 〔所イギリスの少年 。

有格〕

12 The boy that we met last night is John.) （または ）whom

私たちが昨夜会った はジョンです 〔目的格〕少年 。

13 London is which that I want to visit some) （または ）a city

。〔 〕day. ロンドンは僕がいつか訪れたい です 目的格都市

) （その）髪14 whose hair is very long is my sister.That girl

がとても長い は私の姉です 〔所有格〕あの少女 。

) あれは私たち15 That is which we often swim in.the river

が（そこで）よく泳ぐ です 〔目的格 （ の代わ川 。 〕 which

りに も使えるが、この文では先頭が で始まるかthat That

ら使わない方が良い ）。

) （または ） こ16 Is this which that he is looking for?the tape

れは彼が探している ですか 〔目的格〕テープ 。

17 who that is riding a horse over there is) （または ）The boy

。my brother. 向こうで馬に乗っている は僕の兄です少年

〔主格〕

18 This is whose mother is a nurse of that hospital.) my friend

私こちらは（その）お母さんがあの病院の看護婦である

です 〔所有格〕の友人 。

19 Tokyo is which that has a lot of tall) （または ）a big city

東京は沢山の高い建物がある です 〔主buildings. 大都市 。

格〕

20 Please show me which that you took) （または ）the pictures

どうぞあなたが京都で撮った を私に見せin Kyoto. 写真

てください 〔目的格〕。


