
No.1関係代名詞の基本（２）

【問題】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 is Nancy. I like her the best in our class.) ( )The girl

2 Is this ? It was made in Germany.) a camera

3 was very interesting. Mike bought it.)The book

4 Is that ? Dick gave it to you.) the cat

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

6 is Jane's. It is very pretty.)This doll

7 is very easy. It is on my desk.)The book

8 I am looking for . He can play the guitar very well.) a boy

9 This is . My brother bought it last week.) the record

10 is Mr. Smith. I met him in the park yesterday.)The man

11 This is . We often play baseball in it.) the park

12 I want . It is as good as yours.) a piano

13 These are . Our teacher painted them.) the pictures

14 Mr. Brown has . She is seven years old.) a daughter

No.1関係代名詞の基本（２）

【解答】

1 The girl I like the best in our class is) または ( )whom that（ ）

僕たちのクラスの中で僕が一番好きな はNancy. 女の子

ナンシーです 〔目的格〕。

2 Is this a camera was made in Germany?) またはwhich that（ ）

これはドイツで作られた ですか 〔主格〕カメラ 。

3 The book Mike bought was very) （または ）which that

マイクが買った はとても面白かった 〔目interesting. 本 。

的格〕

) あれはディックが4 Is that the cat Dick gave to you?which

which thatあなたにあげた ですか 目的格 の代わりに猫 。〔 〕（

も考えられるが、この文では主語に が使われているthat

ので重ねて使わない方が良い ）。

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

姉さんが上手な歌い手である がいる 〔所有格〕友達 。

) （または ） と6 This doll is very pretty is Jane's.which that

ても可愛い はジェーンのものです 〔主格〕この人形 。

7 The book is on my desk is very easy.) （または ）which that

私の机の上にある はとても簡単だ 〔主格〕その本 。

8 I am looking for a boy can play the guitar) またはwho that（ ）

私はとても上手にギターを弾くことの出来るvery well.

を捜している 〔主格 （ ～： ～を探す ）少年 。 〕 「 」look for

9 This is the record my brother bought last) またはwhich that（ ）

これは僕の兄さんが先週買った です 目week. レコード 。〔

的格〕

10 The man I met in the park yesterday is) またはwhom that（ ）

私が昨日公園であった はスミス氏でMr. Smith. 男の人

す 〔目的格〕。

11 This is the park we often play baseball) またはwhich that〔 〕

ここは僕たちがよく野球をする です 〔目的格〕in. 公園 。

12 I want a piano is as good as yours.) （または ）which that

私はあなたのものと同じくらい良い が欲しい 〔主ピアノ 。

格〕

13 These are the pictures our teacher) （または ）which that

これらは私たちの先生が描いた です 〔目的painted. 絵 。

格〕

14 Mr. Brown has a daughter is seven years) またはwho that（ ）

ブラウン氏には７歳の娘がいる 〔主格〕old. 。



No.2関係代名詞の基本（２）

15 Look at . It is on the wall.) the picture

16 is coming to see me. His wife is Japanese.)An American

17 This is . It is read by many boys and girls.) the story

18 are my friends. They are singing on the stage.)The students

19 I know . My mother is talking with her.) the lady

20 Mike is . His mother is a nurse.) a kind boy

No.2関係代名詞の基本（２）

15 Look at the picture is on the wall.) （または ）which that

壁に掛かっている を見なさい 〔主格〕絵 。

16 An American wife is Japanese is coming to see me.) whose

（その）妻が日本人である が私に会いに来るアメリカ人

。〔 〕（ 、「 」予定です 所有格 など 行くgo, come, start, arrive

「来る 「出発する 「到着する」の意味の動詞は進行形」 」

にすると未来の意味になる ）。

17 This is the story is read by many boys) （または ）which that

これは多くの少年少女に読まれている でand girls. 物語

す 〔主格〕。

18 The students are singing on the stage are) またはwho that（ ）

舞台の上で歌っている は私の友人my friends. 生徒たち

たちです 〔主格〕。

19 I know the lady my mother is talking) （または ）whom that

私は私の母が話している を知っている 〔目with. 婦人 。

的格〕

) マイクは そ20 Mike is a kind boy mother is a nurse.whose （

の）母が看護婦をしている です 〔所有格〕親切な少年 。


