
No.1関係代名詞の基本（３）

【問題】次の各文を日本語にし、それぞれの文を例に習っ

て２つに分け、２文とも日本語にしなさい。

（例） 僕には東京にI have some friends live in Tokyo.who

住んでいる何人かの友人がいる。

→ 僕には何人かの友人がいる。I have some friends.

彼らは東京に住んでいる （代名詞They live in Tokyo. 。

を使うこと）

1 I have a dog which jumps very high.)

2 Jane is a kind girl whom everyone loves.)

3 That is the house which they built.)

4 I have a doll which is very pretty.)

5 There is a young lady who wants to see you.)

6 That is the hotel which I'm staying at.)

7 Look at the bus which has just arrived.)

8 The boy who is running there is Bill.)

9 He has a camera which is better than mine.)

10 Please show me the book which you read last night.)

11 The lady whom you met at the store was my aunt.)

12 This is the camera which I bought last week.)

No.1関係代名詞の基本（３）

【解答】

)僕はとても高く跳ぶ犬を飼っている。 僕1 I have a dog.

は犬を飼っている。 それはとても高It jumps very high.

く跳ぶ。

2 Jane is a)ジェーンは誰もが大好きな親切な女の子です。

kind girl. Everyoneジェーンは親切な女の子です。

誰もが彼女が大好きです。loves her.

)あれは彼らが建てた家です。 あれが3 That is the house.

その家です。 彼らがそれを建てました。They built it.

4 I have a doll.)私はとても可愛い人形を持っています。

私は人形を持っています。 それはとIt is very pretty.

ても可愛い。

5 There is a young)あなたに会いたい若い女性がいます。

若い女性がいます。 彼女girl. She wants to see you.

はあなたに会いたい。

6 That is the hotel.)あれは僕が滞在しているホテルです。

あれがそのホテルです。 僕はそこにI'm staying at it.

滞在しています。

)ちょうど着いたバスを見なさい。 そ7 Look at the bus.

のバスを見なさい。 それはちょうどIt has just arrived.

着いたところです。

)そこで走っている少年はビルです。 そ8 The boy is Bill.

の少年はビルです。 彼はそこで走He is running there.

っています。

9 He has a camera.)彼は僕のより良いカメラを持っている。

彼はカメラを持っている。 それIt is better than mine.

は僕のものよりも良い。

)どうぞあなたが昨夜読んだ本を僕に見せてください。10

どうぞその本を僕に見せてくPlease show me the book.

ださい。 あなたは昨夜それを読You read it last night.

んだ。

11 The)あなたがその店で会った婦人は私の叔母でした。

lady was my aunt. Youその婦人は私の叔母でした。

あなたはその店で彼女に会いましmet her at the store.

た。

12 This is the camera.)これは僕が先週買ったカメラです。

これはそのカメラです。 僕はそI bought it last week.

れを先週買った。



No.2関係代名詞の基本（３）

13 The boy who is playing the guitar upstairs is my brother.)

14 The pictures which they took last Sunday are very nice.)

15 She is a pianist whose name is known all over the country.)

16 Do you have a friend who is a member of the swimming)

club?

17 The letter which she wrote last night was very long.)

18 He is a musician whom most of the boys like very much.)

19 I have a friend whose uncle has lived in London for five)

years.

20 The dictionary which I bought yesterday was very expensive.)

21 Do you know the boy whose father came here yesterday?)

22 The house which stands near the river is Mr. Brown's.)

23 This is the lake which we often swim in every summer.)

24 That is the tallest building that I have ever seen.)
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13 The)２階でギターを弾いている少年は僕の兄です。

boy is my brother. He isその少年は僕の兄です。

彼は２階でギターを弾いていplaying the guitar upstairs.

る。

)彼らが先週の日曜日に撮った写真はとても素晴らしい。14

。The pictures are very nice. その写真はとても素晴らしい

彼らは先週の日曜日にそれThey took them last Sunday.

らを撮った。

)彼女はその名が国中で知られているピアニストです。15

She is a pianist. Her name is彼女はピアニストです。

彼女の名前は国中で知られてknown all over the country.

いる。

16 Do you)あなたは水泳部の部員である友達がいますか。

have a friend? He is aあなたは友達がいますか。

彼は水泳部の部員です。member of the swimming club.

17 The letter)彼女が昨夜書いた手紙はとても長かった。

was very long. She wroteその手紙はとても長かった。

彼女は昨夜それを書いた。it last night.

)彼は少年たちのほとんどがとても好きな音楽家です。18

He is a musician. Most of the boys彼は音楽家です。

少年たちのほとんどは彼が大好きでlike him very much.

す。

)僕はその叔父がロンドンに５年間ずっと住んでいる友達19

I have a friend. His uncleがいる。 僕は友達がいる。

彼の叔父はロンドンにhas lived in London for five years.

５年間ずっと住んでいる。

20 The)僕が昨日買った辞書はとても高価だった。

その辞書はとても高価だdictionary was very expensive.

った。 僕は昨日それを買った。I bought it yesterday.

)あなたはお父さんが昨日ここに来た少年を知っています21

か。 あなたはその少年を知ってDo you know the boy?

いますか。 彼の父は昨His father came here yesterday.

日ここに来た。

)川の近くに建っている家はブラウン氏のものです。22

その家はブラウン氏のものでThe house is Mr. Brown's.

す。 それは川のそばに建っていIt stands near the river.

る。

23 This is the)これは私たちが毎年夏によく泳ぐ湖です。

lake. We often swim in it everyこれはその湖です。

私たちは毎年夏にそこでよく泳ぐ。summer.

24 That is)あれは私が今までに見た一番高い建物です。

the tallest building. I haveあれは一番高い建物です。

私は今までにそれを見たことがある。ever seen it.


