
I have a friend

l have a friend
先行詞

訳 私には英語を話せる友だちがいます。
a friendと can speak En」 ishをつなぐwhoを関係代名詞という。
修飾される a friendを 先行詞 といい、先行詞が「人」のときに
関係代名詞は whoを使います。

1日本文にしなさい。

(1)the gi‖ whO llkes music(

(2)the boy who is playing sOccer(

※「だれが」と訳さない

)少女

)少年
(3) I know the woman who plays the piano well.

(4) I have a friend who lives in America.

4章 関係代名 司〓̈
ロ

2関係代名詞を使つて、2つの文を1つにしなさい。
また、出来た文の意味も書きなさい。

(1):don't know the man He came here yesterday

英341(1)

4-1-

葵341(2)

He can speak English.
彼は→主格

can sDeak Enslish.
関係代名詞

訳

(2)She is a teacher She teaches us[ng‖ sh

訳

(3)I knOw the gir  She is dancing over there

訳

(4)Do you know the boy? He‖ ves in Canada

訳

(5)The man is my fathen Heis s:eeping under the tree

訳



ミ代名詞
I have a friend.

l have a friend
先行詞

i-l* can speak English
彼は→主格

訳 私には英語を話せる友だちがいます。
a friendと can speak En」 lshをつなぐwhoを関係代名詞という。
修飾される a ttiendを 先行詞 といしヽ、先行詞が「人」のときに

を使います。 ※「だれが」と訳さない

轟 」l

英341(2)

?`1lrJタ

1日本文にしなさい。

(1)the J‖ who‖ kes mudc(移キ●0プリ)少女
(2)the boy whoた がaゾng soccer(子ッ″′■、‐ 3)少年

(3)l know the wOman who plays the piano wel

夕え、メジラlク ア́/ι ダく
'^人

t",7、 5

(4)I have aャ iend wh。 ‖vesin Ame●ca

篠レ静 アルタ|イクんな、、3′夕
`′

いゞう

2関係代名詞を使つて、2つの文を1つにしなさい。
また、出来た文の意味も書きなさい。

(1)l don't knOw the man He came here yesterday

■ 」。.十 をh。り +、 7、こト リko cこ卜′k′"

関係代名詞

訳
4女、ま口千

'し '^夕F-9″ tl■υらり・・
(2)She is a teacher She teaches us English

2.メ.r .L ＾
　́　　　̈　一）

訳 4zιぼ多千ち1・ 兵ギ

'こ

放iZヽ‐5
(3)l know the g tt She is dancing over there

′ゲ争′

;rl wlo ; 次 い C′ ヽ 。ぃ/+した
訳 争 、」 く ,うτ 7ゎ ,て 、‐S少¢Zケοクてヽヽ

(4) Do you know tl're i:oy? He lives in Canada.

を 、。″ )ぃ  Ct...J^

卜,I

訳 ´″各げ lt-t/ r= 4tLzlZ ,l&LF.",L*6ir-
is my father. r-i; is sleeping under the tree.
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訳イ̂千で sワ /1f l, 毎 ^文
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ltr/′



I have a camera

l have a camera
先行詞

葵341(3)

ウさ3-4-1(4)

訳 私はイタリアで作られたカメラを持つています。
a cameraと was made in ltaし をつなぐwhchが関係代名詞。
修飾されるa cameraが 先行詞 で、先行詞が「物・動物」のときに

関係代名詞は whchを使います。  ※「どれが」と訳さない

3日本文にしなさい。
(1)the bOOk which is on the desk  (

(2)a dog which runs fast (         )犬

(3)This is a bus which goes to the station

(4) The language which is spoken in Australia is English.

)本

4関係代名詞を使つて、2つの文を1つにしなさい。
また、出来た文の意味も書きなさい。

(1)Look at the dog it is sleeping on the chair

It was made in ltaly

それは→主格

was made

関係代名詞

訳

(2)This is the book lt was w‖tten by him

訳

(3)I have an animal  it has long ears

訳

(4)The bag is mine it was made in China

訳

(5)He hasjust read the letters They came this morning

訳



It was made
それは→主格

was made in ltal

訳 私はイタリアで作られたカメラを持つています。
a cameraと was made h ltaし をつなぐwhchが関係代名詞。
修飾されるa cameraが 先行詞 で、先行詞が「物・動物」のときに
1翅 IF代名詞|ま whichを使います。  ※「どれが」と訳さない

3日 本文にしなさい。
(1)the b。。k which is on the desk  ( 1“ 、a′ ,こ 5́ )オヽ

(2)a dog whch runs fast Qれ ■る )犬
(3)This is a bus which goes to the station

じふすヽ以 ベイく′げ です

(4〉 The language which is spOken in Austra‖ a is English

f/アレげて■ι多ネZ゛ :ラ リ,lf真ねで′

I have a camera

l have a camera
先行詞

4関係代名詞を使つて、2つの文を1つにしなさい。
また、出来た文の意味も書きなさい。

(1)Look at til● jo3 すlis sieeping on the chair

σ」ク
訳 ―ずarて ゎ2-3ズ t́ LrJ ,a -

(2)This is the book. lt was written by him.

糞3■ 1(3)

in ltaly

業341(4)

(3)I have an animal  lt has long ears

k、 |。、|、こυ

訳 率 げ ネ
(→ lhe bagls mine t was

tレク t4]
China

ｔ

　
ｎ

ｔ

ｄｅ

耳

ｍ ａ

って「ヽ3

関係代名詞

kく  ↓a αJ?l
訳 ★67好ら本千(●り外f泊ブ 4M rf′

(5) He hasjust read the ietters. Tirey came this morning.

ゾ訳
イタロろ4η ttiチス[ちうい策んf‐ し,う

`ず
、



英341(5)
●関係代名詞that

l have a friend that can speak Engiish

私には英語を話せる友だちがいます。

l have a bag that was made in America
私はアメリカで作られたバッグを持つています。

先行詞が《人》《物・動物》《人十物(動物)》のときに
関係代名詞 thatが使えます。

☆主格の

I know the man and the dog that are walking in the park

先行詞が〔人+動物〕のときなどは thatしか使えない

英341(6)

5次の文の__にwhoかwhchを入れ、文を完成させなさい。
(1)I have a book      was written by a famOus wnter

訳

(2)Do you know the girl         is running in the park?

訳

(3)This is a house

訳

was built in 1995

(4)The man

訳

visited me yesterday is Mr. White.

(5)Tom has an uncle

訳

lives in France.

関係代名詞のまとめ

関係代名詞 語順

人 who 《人十who+動詞～》

もの・動物 which 《物・動物十whch十動詞～》

人、もの(動物) that 《人・物十that十動詞～》

341終 了



英341(5)
●関係代名詞that

l have a friend that cari speak English

私には英語を話せる友だちがいます。

l have a bag that、′′as made in America.
私はアメリカで作られたバッグを持つています。

先行詞が《人》《物・動物》《人+物(動物)》のときに
関係代名詞 thatが使えます。

☆主格の

I know the man and the dOg that are walking in the park

先行詞が〔人+動物〕のときなどは thatしか使えない

■341(6)

5次の文の__にwhoかwhthを入れ、文を完成させなさい。
(1):have a book 口h、 ιム was written by a famous wrter

②詭y∬鮮 h忽1盤
レ
[ili『書械鮒

マ‐タ
訳 ″″ルけ公ロセたって、づ少′と′レ,7、 7″ハ。

(3)Thisis a hOuse wいぅιh was buiに in 1995

訳 〕卜ヽす19イよ年l,僣 75小 T‐ 後 でダ、

(4)The man、入1い 。 visted me yesterday is Mr Whte

訳 口,ぃ れ t:力 わて,f‐ 協・ そ|す ■ツル
'た

てイ
(5)Tom has an uncle レυkυ  ‖ves in France

訳トタ:ラ lタ ファクズ|・ イクイメし7・ 、・3

関係代名詞

《人十who十動詞～》

《物・動物+whch十動詞～》

《人・物+that+動詞～》人、もの(動物)

341終 了

人

もの・動物



1各組の文がほぼ同じ内容になるように、(】こ適する語を書きなさい。

。)II[1:i糧
1#|:h°

だn早

:;∫■:|[:ra

(2)I T‖
|:|::l::::luiltby写(father,bu‖ t by my father

(3)I 11:じ
::[|:1::h°

‖Ve;il:1lli

(4)I :‖
:l:::::|lhatha;|:1:l:|「

2次の英文が成り立つように  に適する語を書きなさい。
(1)The day that oomes between Monday and VVednesday is

補充問題 葵341補 (1)

(2) The season that comes after fall is
(3) The month of the year which has 28 or 29 days is

3( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。  英341補(a

〈1)京都はたくさんの人々によって訪れられる都市です。

(people/Kyoto/that/a city/is/is/by/visited/many)

(2)彼女は青い眼をした猫を飼つています。

(has/has/eyes/that/she/a cat/bluc)

(3)公園を走っている少年は疲れているように見えます。

The boy(tired/running/that/looks/the park/is/in)

The boy

4次の日本文を、英語に直しなさい。

(1)ギターを弾いている男性は私の父です。

〈2)彼女はフランス(France)製 のバッグを持つています。



補充問題 葵341補 (1)

1各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)i lll:[1‖
11111111il;n,i:;』 II:竃:re

(2){ 干ll:|::|:廿:::lllltlttI[il「

r;built by my father

(3){ ||:¥::ξ
l:1:Illll;;III]111

(4){ :l:l::::::llil茸
;|:1:|:|「

2次の英文が成り立つように_Jこ適する語を書きなさい。

|:|:|::::]lil騨 :i:1彎illayillllidnisdaViS~11“

ゼ
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ι__

(3)The month Of the vear vvhich has 28 0r 29 days is 
与

3( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。  葵3■熊(2)

(1)京都はたくさんの人々によって訪れられる都市です。

(people/Kyoto/that/a city/is/is/by/visited/many)
t. IbTo tS a c.T kダ t」 ;

(2)彼女は青い眼をした猫を飼ちています。

(has/has/eyes/that/she/a cat/blue)

(3)公園を走つている少年は疲れているように見えます。

The boy(tired/running/that/looks/the park/1s/in)

The boy

4次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)ギターを弾いている男性は私の父です。

k, 卜an"L「 . 1.,十^r

(2)彼女はフランス(France)製の′ 持つています。

「
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