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英342(1)

This is the man

丁his is the man
先行詞

I saw him yesterday.

訳 こちらは私が昨日会つた男の人です。

☆目的

◎目的格の関係代名詞は省略できる。
This is the man/1 satt in the park

主語 動詞

先行詞the manの あとに〔主語+動詞〕があるので、
/に関係代名詞が省略されている。

1関係代名詞を使つて、2つの文を1つにしなさい。    葵342(2

また、出来た文の意味も書きなさい。
関係代名詞は、先行詞が人のときはthatで、物のときはwhthで。

(1)She t a teacher We‖ ke her very much

訳

(2)The man hvesin Osaka l wantto see h m

彼に→目的格

I saw vesterda
関係代名詞

の

関係代名詞 語 順

人 that(whom) 《that+主語十動詞～》

もの・動物 which、 that 《whch+主語+動詞～》
Xwhomli まり れない

訳

(3)This L a bOOk My mother boughtた yesterday

訳

(4)Show me the pictures You tOOk them in Nara

訳

(5)The bookた very hteresjng He wrote t hst year

訳



…

This is the man.

This is the man

I saw lrim yesterday.

先行詞′し・販鴫   関係代名詞

訳 こちらは私が昨国会った男の人です。

☆目的

that(whom) 《that+主語+動詞～》

which、 that 《whch+主語+動詞‐・》
※whomは 今は

◎ 目的格の関係代名詞は省略できる。
This is t})e man ″ I saw in the park

主語 動詞

先行詞the maぃのあとに〔主語+動詞〕があるので、
/に関係代名詞が省略されている。

1関係代名詞を使つて、2つの文を1つにしなさい。    業342(2)

また、出来た文の意味も書きなさい。
関係代名詞は、先行詞が人のときはthatで、物のときはwttchで。

(1)Sheis a teacher We‖ke her very much
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(3)This

訳 イ次ハ‐/全 fヽ‐ 、、ツ̂ ス 、多 ズ彦えl・ イ
'た

で、3

1s a boOk  My mother bought it yesterday

訳こふけ名^a^―
レ

'β

て,f‐ ″τ

`
(4) Show me the pictures. You took them in Nara.
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2( )に適する語を書きなさしヽ。           葵3-4-ズ9

(1)こちらがあなたが昨日公園で会つた男の人です。

This is the(     )(     )you(    )in the park yesterday

(2)これらは彼が先週撮つた写真です。

These are(         )(       ) he(       )last week

(3)あなたが話していた女の子は私の妹です。

The gi‖ (    )(    )(    )wth was my sister

(4)私が昨 日見た映画はおもしろかった。

The movie(  )(   )yesterday was(     )

(5)あなたが先週買つたかばんを見せて下さい。

Please show me(  )(   )(  )(   )last week

3 関係代名詞が省略できる文は、どれですか。
(1)This is a picture which Tom tOOk yesterday

(2)This is a picture which was taken by Tom

(3)The boy that is playing soccer is Tom

(4)The boy that you‖ ke is Tom

つき3-4-2(4)

中学の教科書では習いませんが、所有格の関係代名詞もあります。

III]yf越暫載i。

私は目が青い(青い目をした)女の子を知っている。

Ilive in a house lts roofis red   rOOf屋 根
そヽれの→所有格

I have in a house whose roofis red

私は屋根が赤い(赤い屋根の)家に住んでいる。

先行詞が人でも物でも、所有格の関係代名詞は whose
thatは使えません。

4日本文にしなさい。
(1)She has a friend whose fatheris a doctor

(2)The girl whose hair is long is Nancy



2( )に適する語を書きなさい。           英34χ0

(1)こちらがあなたが昨日公園で会つた男の人です。
This is the( Iヽ an  )( 11、だ十 )yOu( 1lit,in the park yesterday

(2)これらは彼が先週撮つた写真です。

③]膜筵ιttI」譜由ふ豊
LH¨t Week

The」‖(´ ^ )(W2′で )(|`|ト ヮ,with Was my Jster

(4)私が昨日見た映画はおもしろかつた。

The movie(■  )(s決″)yesterday was(in+2″ ∫サ:り
)

(5)あなたが先週買つたかばんを見せて下さい。

3 .ユ係代名言司が省略電ζ:i穏、 )(〉

/に  )(;υりkr)last week

どれですか。
(1)This is a pictu"e which Tom tOOk yesterday

(2)This is a plcture which was taken by Tom    (|ノ  /(4/1
(3)The boy that is playing socceris Tom

(4)The boy that you nke is Tom

業342(4)

中学の教科書では習いませんが、所有格の関係代名詞もあります。

III]」 FiRY載i。

私は目が青い(青い目をした)女の子を知っている。

llive in a house lts ro● fis red   rOof屋根
そヽれの→所有格

I have in a house whose roofis red

私は屋根が赤い(赤い屋根の)家に住んでいる。

先行詞が人でも物でも、所有格の関係代名詞は whose
thatは使えません。

4日本文にしなさい。
(1)She has a friend whose fatherた a doctOr
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☆thatの特別用法 英342(6)

関係代名詞のthaJま 、先行詞が人でも物でも使えました。
who,whom,whchのかわりに。 (ただし目的格はwhose)
ただ、先行詞が次の場合はthatしか使えません。

①先行詞に形容詞の最上級やthe lrst(最初の)、 the hst(最 後の)

JKすべての)、 every(あらゆる)、 onv(たったひとつの)などがあるとき。
He is the only student that can speak Chinese

X who

彼は中国語が話せるたった一人の生徒です。

②疑問詞のwho,whchを使つた文
VVho is the giri that is playing the piano?

ピアノを弾いている少女はだれですか。

③先行詞に人と物が両方あるとき
Look at the lman and the dog that are running in the park

公園を走っている男の人と大を見なさい。

業342(6)

5次の文の__に関係代名詞を入れ、日本語にしなさい。
ただLthat以外が使える場合はthatを 使わない。whomはthatでよい。

(1)I knOw the boy      can play soccer we‖

(2)This man my mother likes very much.

〈3)The car

訳

is in front of my house is my father's.

(4)This is the mOst interesting book

訳

I've ever read.

(5)This is a cake

訳

I made yesterday.

(6)l don't knOw the gi‖

訳

ａ

訳
　
‐ｓ
　
訳

name is Mary.

3-4-2糸冬了



英342(5)
関係代名詞のthaJま、先行詞が人でも物でも使えました。
wh。,whom,whchのかわりに。 (ただし目的格はwhose)
ただ、先行詞が次の場合はthatしか使えません。

①先行詞に形容詞の最上級やthe■ !st(最初の)、 ■e a■ |(最後の)

(すべての)、 evⅢ 、(あらゆる)、 口||(たったひとつの)などがあるとき。
He is‐ 11.: :]`il, student ti〕 ョl can Speak Chinese

X who

彼は中国語が話せるたつた一人の生徒です。

②疑間詞のwho,whchを使つた文
171 t is the giri tllat is playing the piano?

ピアノを弾しヽている少女はだねですか。

③先行詞に人と物が両方あるとき
Look at lll● :]Rart a nd ti]● (10,t}lat are running in the park

公園を走っている男のメ、とえを見なさい。

英342(6)

5次の文の__に関係代名詞を入れ、日本語にしなさい。
ただ曖hat以外が使える場合はthatを使わない。whomはthatでよい。

(1)IknOw the boy  kノ kO   Can play Soccer we‖

訳を仄、J/,レ ブッタイtイ
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*un *hof my mother likes very much.
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(3)The car"卜 ,ch lsln frOnt Of my house b my fathe/s

訳れ^段 ^前 (,派 5■ lf縁^外てイ
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(5)Thisis a cake wliι k

(6) I dont know the girl t^.-l h o !e name is Mary.
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I made yesterday.
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補充問題
1関係代名詞を使って、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)I have two sisters They study in Canada

英342補 (1)

訳

(2)This is the song Emi sings it welL

訳

(3)Mr Sasaklis the man We saw him atthe staton

訳

(4)Heis a w‖ ter Everyone knows him

訳

(5)This is the album l want to show t tO you

訳

英342補 (2)

2各組の文力ヽまば同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

(1)I ]||:|::l:I::::ど
hiCh W]ibuiltb羊
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(2)I :i: [「
li:1:11:;h‖

d )was(      )by Tom

(3)| :‖
llξli:ieensu号

h:llii‖

llillTin     )1,ve ever seen

3次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)あなたが昨日手伝つた男の人は私のおじです。 unde

(2)京都は私が訪れたい都市です。 cty

(3)彼女は私が大好きなミュージシャンです。 muJjan

(4)私が昨夜読んだ本はおもしろかつた。



館充問題
1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 have two sisters Thev study in Canada

英342補 (1)

(2)This is…      [mi Sings tt we‖
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(3)Mr Sasakiた the man We saw him atthe sta■on
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(5)This is the album. I want to showj!to you.
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F‐夕,T‐ 7′ν/ゞ ムです

糞342補 (2)

2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「‖::ま:|:濾:躍置ボ]ibIW柵
(2)1 

千:|:|::li:1:‖ ::ll: )was( lelleJ)by Tom

(3): ξttII譴 iTlガす」1想騨『ltttri駄
^十

)1've ever seen

3次の日本文を、英語に直しなさい。
(1)あなたが昨日手伝つた男の人は私のおじです。 ‖.c.

こ卜̂
、
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京都は私が訪れたい都市です。 ct●(2)

(3)

(4)

〈y。名 )
彼女は私が大好きなミュージシャンです。

私が昨夜読んだ本はおもしろかった。
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