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６０ 《関係代名詞》関係代名詞を省略して、日本文を英文にしなさい。

カッコの中が「～が…する（した）」のときは、そのまま書く。

※このときの関係代名詞は、３番目が使われる。

この３番目の関係代名詞は、実は、省略することができる。

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

これで完成です。※This is dinner Aki made.

(1)これは有紀が書いた本です。

(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。

(1)

(2)

(3)

４０．＜関係代名詞 応用＞
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６１ 《関係代名詞》関係代名詞と関係代名詞の書き換え。（ ）に適語を入れよ。

カッコの中が「～が…する（した）」のときは、そのまま書く。

これまで、こう学んできました。これには応用があります。

「～が…する（した）」は、「～によって…される（された）」と言い換えることが

できますよね。よって、

【一番目の関係代名詞＋be 動詞＋過去分詞 by 行為者】で書き換えられる。

（例）これは太郎が買ったコンピューターです。 ※太郎によって買われた、と言える。

This is a computer which Taro bought. を

This is a computer which was bought by Taro. と書き換えられる。

(1)これは亜紀が作った夕食です。

①This is dinner (     )(     )(     ).
②This is dinner (     )(     )(     )(     )(     ).

(2)私は彼が会った女の子を知っています。         
①I know the girl (     )(     )(     ).     ※saw でも met でも可

②I know the girl (     )(     )(     )(     )(     ).

(1)①

②

(2)①

②
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６２ 《関係代名詞》関係代名詞と関係代名詞の書き換え。

日本文を参考に（ ）に適語を入れ、英文を完成させなさい。

(1)亜紀が食べた夕食はお寿司です。

①Dinner (     )(     )(     ) is sushi.
②Dinner (     )(     )(     )(     )(     ) is sushi.

(2)これは彼が書いた手紙です。     

①This is a letter (     )(     ).           ←３番目の省略

②This is a letter (     )(     )(     ).      

③This is a letter (     )(     )(     )(     )(     ).

(3)彼が作った昼食はおいしかった。         ◎語句   was  good

①Lunch______________________________________________.

②Lunch______________________________________________.

③Lunch______________________________________________.

(1)①

②

(2)① ②

③

(3)①

②

③
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６３ 《分詞の復習》次の日本文を、分詞を使って英文にしなさい。

(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)亜紀が食べた夕食はお寿司です。

(4)公園で走っている少年を見なさい。

(5)太郎が壊したあのドアは白いです。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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６４ 《関係代名詞と分詞》関係代名詞の文と分詞の文の書き換え。

関係代名詞と分詞は、両方とも「名詞のようすを説明」する形容詞のはたらきがあ

るため、書き換えることができる。

よって、関係代名詞と分詞は、

【一番目の関係代名詞＋be動詞】の有無で書き換えることができる。

(1)Do you know the boy who is taking a walk with a dog ?   ※take a walk：
Do you know the boy (     ) a walk with a dog ?      散歩する

(2)Look at the window which was broken by him.
Look at the window (     ) by him.

(3)The boy who is listening to music is my brother.
The boy (     ) to music is my brother.

(1) (2) (3)
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６５ 《関係代名詞と分詞》関係代名詞の文と分詞の文の書き換え。

(1)私は向こうで走っている男の子を知っています。

I know the boy running over there.
I know the boy (     )(     ) running over there.

(2)これは亜紀が書いた手紙です。

This is a letter written by Aki.
This is a letter (     )(     ) written by Aki.

(3)彼が作ってくれた夕食はお寿司です。

Dinner made by him is sushi.
Dinner (     )(     ) made by him is sushi.

(1) (2)

(3)
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６６ 《関係代名詞と分詞》関係代名詞の文と分詞の文の書き換え。

(1)私はあのテニスをしている少年を知っています。

①I know that boy (     )(     ) playing tennis.
②I know that boy (     )(     ).

(2)これは亜紀が作った夕食です。

①This is dinner which (     )(     ).
②This is dinner which (     )(    )(     )Aki.
③This is dinner (     )(     ) Aki.
④This is dinner (     )(     ).

(1)① ②

(3)① ②

③ ④
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６７ 《関係代名詞と分詞》関係代名詞の文と分詞の文の書き換え。

(1)亜紀が食べた夕食はお寿司です。

①Dinner (     )(     )(     ) is sushi.
②Dinner (     )(    )(     )(     )(     ) is sushi.
③Dinner (     )(     ) Aki is sushi.
④Dinner (     )(     ) is sushi.

(2)私はあのテレビを見ている少年を知っています。

①I know that boy (     )(     )(     ) TV.
②I know that boy (     )(    ).

(1)①

②

③ ④

(2)① ②


