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《関係代名詞》練習して暗記しなさい。

               he           his           him

５２ 《関係代名詞》２文を１文にしなさい。

まず：左右共通語に丸をする。※左の丸…先行詞と言う 右の丸…代名詞

次に：左の丸の次に（先行詞の次に）and を書いて、代名詞の文を続けて書く。

最後に：and と代名詞を関係代名詞になおす。

(1)I know the boy. He has a dog.

(2)I know the boy. Aki likes him.

(3)The boy looks happy. He is watching TV.

(1)

(2)

(3)

主格（～は）

  １番目

所有格（～の）

  ２番目

目的格（を・に）

  ３番目

人 who whose whom
人以外 which whose which
その他 that ― that

３９．＜関係代名詞＞



２

飯田塾 | 中学英語 英文法学習Ａ－②

５３ 《関係代名詞》日本語にしなさい。

関係代名詞のある文の訳し方。後ろから戻るように先行詞を説明する。

(1) I know the boy who is running in the park.

(2) I know the boy whom Aki likes.

(3) This is dinner which was made by Aki.

(4) That boy who is watching TV is Taro.

(5) Dinner which Aki ate is sushi.

※関係代名詞は一種の記号である。よって関係代名詞自体に意味はないので、

「誰」とか「どっち」と日本語にしないこと。

※(4)(5)のように、主語が先行詞のときは、

【２つ目の動詞の前】で切れる。スラッシュ( / )を入れておくとよい。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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５４ 《関係代名詞》適当な関係代名詞を入れなさい。解答欄は右の〔 〕。

(1)I know the boy (     ) is running in the park.  〔       〕

(2)I know the boy (     ) Aki likes.         〔       〕

(3)I know the boy (     ) hair is long.        〔       〕

(4)This is dinner (     ) Aki made.         〔       〕

関係代名詞を選ぶ方法 ※that はオールマイティなので使わないで考える。

（ ）の後ろを見て、足りない要素を見つける。

①「主語がない→１番目がない。」

②「主語動詞の次がない→３番目がない。」と考えるとよい。

３番目がないとは、主語で１、動詞で２とすると、その次だから３番目と考える。

＜このページの答えと解説＞※人のときは、he his him で考えるとよい。

(1)he がない。→１番目がない。だから who を入れる。

(2)him がない。→３番目がない。だから whom を入れる。

(3)his がない。→１番目でも３番目でもない。だから whose を入れる。

(4)は Aki made dinner.の dinner にあたる３番目がない。

だから which whose which の３番目の which を入れる。

５５ 《関係代名詞》適当な関係代名詞を入れなさい。解答欄は右の〔 〕。

(1)I know the girl (     ) has a dog.          〔      〕

(2)I know the girl (    ) my mother met yesterday.  〔      〕

(3)The boy (     ) I like is Jiro.            〔      〕
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５６ 《関係代名詞》日本文を英文にしなさい。

例文：私は、テレビを見ているあの少年を知っています。

ステップ１：述語（。の前の語句）から、小３レベルの完全な文に線を引く。残りはカッコ。

私は（テレビを見ている）あの少年を知っています。

ステップ２：線を引いた小３レベルの文を英文にする。

I know that boy.

ステップ３：右カッコのとなりの名詞（少年、英語では boy）の次に

１マスあけて、カッコの中を英語にして続けて書く。

I know that boy [  ] is watching TV.    

ちょっと注意「あの、この、あれらの、これらの」は、右カッコのとなりの語句だ

けれど、名詞ではない（連体詞）ので、右カッコのとなりの名詞、ではない！

ステップ４：前のページをもとに、１マスの中に適当な関係代名詞を入れる。

I know that boy who is watching TV. ※１番目がない(he)→who

(1)私は夕食を食べているあの少年を知っています。

(2)これは亜紀が作った夕食です。

(1)

(2)
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５７ 《関係代名詞》日本文を英文にしなさい。

(1)私は、夕食を食べているあの少年を知っています。

(2)これは亜紀が作ったお寿司です。

(3)私が会った少年は太郎です。      ◎met でも saw でも可。the を使うこと

(4)私は、犬を飼っている少年を知っています。  ※the を使うこと

＜ポイント＞

慣れるまでは、小３レベルの完全な文に線を引いて、まずそれを書くことから始め

ましょう。※「あの、この、あれらの、これらの」は線に含めます。

(1)

(2)

(3)

(4)
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５８ 《関係代名詞》日本文を英文にしなさい。

(1)亜紀が食べた夕食はお寿司です。

(2)公園で走っているあの少年は太郎です。     ◎in the park

(3)私には、青い目をした友だちがいます。     ◎eyes   have  has 

(4)太郎が壊したドアは白いです。   ◎break － broke － broken
                           white

(5)私は母がピアニストの友だちがいます。   ◎ pianist  is  
                          ※(5)はやらなくても可。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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５９ 《関係代名詞》日本文を英文にしなさい。

カッコの中が【～が…する（した）】となっているときは、そのまま書く。

例文：これは亜紀が作った夕食です。

ステップ１：これは（亜紀が作った）夕食です。

ステップ２：This is dinner.                          亜紀が作った

ステップ３：This is dinner 〔  〕( Aki made ).     Aki made
ステップ４：This is dinner 〔 which 〕Aki made.

以上のように、(  )の中が「～が…する（した）」のときは、そのまま書けばよい。

                                 ↓

(1)これは有紀が書いた本です。           (例)太郎が食べた

                               Taro ate

(2)亜紀が作った夕食はお寿司です。                          

(3)太郎が壊したドアは白いです。         ◎ the door   white  

(1)

(2)

(3)


