
中学英文法総復習⑮ 

 

【関係代名詞】 

★ポイント 

【主格の関係代名詞】 

関係代名詞は 2つの文をつなげる役割があります。 

例えとして I have a friend.と He(friend) is a pilot.をつなげます。 

→I have a friend who is a pilot. → 「私にはパイロットの友達がいます」 

2つ目の文の He(friend)が消えて、代わりに whoが入っています。 

修飾される側（この文の場合、friend）のことを先行詞といいます。 

先行詞が人の場合は who, 人以外の場合は which,を使い、先行詞を強調するような表現

（onlyや allなど）、先行詞に序数（firstなど）がついている、先行詞が人と人以外のも

のである場合は thatを使うことが多いです。 

上の例のように 2つ目の文の主語が置き換わるものを主格の関係代名詞といいます。 

 

【目的格の関係代名詞】 

I know the man.と I met him at the party.をつなげます。 

→I know the man whom I met at the party. → 「私はパーティで会ったその男性を知っ

ています」 

2つ目の文の himが消えて、代わりに whomが前にきてつながっています。 

主格の関係代名詞は 2 つ目の文の主語が置き換わりましたが、今回は 2 つ目の文の動詞の

目的語（him）が置き換わりました。これを目的格の関係代名詞といいます。 

先行詞が人の場合は whom, 人以外のもののときは whichです。thatは主格の関係代名詞と

同じです。 

目的格の関係代名詞については省略することができます。 

→I know the man I met at the party. 

 

【所有格の関係代名詞】 

I have a daughter.と Her hair is black.をつなげます。 

→I have a daughter whose hair is black. → 「私には髪が黒い娘がいます」 

2つ目の herが消えて、代わりに whoseが入っています。 

2 つ目の文の所有格（「～の」と訳すもの）が置き換わるものを所有格の関係代名詞といい

ます。 



所有格の関係代名詞は先行詞が何であれ、whoseを使います。 

★関係代名詞 100 本ノック 

 

1. ケンは音楽が好きな男の子です。 

Ken is a boy who likes music. 

 

2. 私はこの写真を撮った女の子を知っている。 

I know the girl who took this picture. 

 

3. これは東京に行くバスです。 

This is the bus which goes to Tokyo. 

 

4. 彼が私に話した物語は面白かったです。 

The story which he told me was interesting. 

 

5. 私が駅で会った男はとても背が高かった。 

The man whom I saw at the station was very tall. 

 

6. ケンが作った機械は役に立ちます。 

The machine which Ken made is useful. 

 

7. 私には大阪に住んでいる友達がいます。 

I have a friend who lives in Osaka. 

 

8. これは私の祖父が作った机です。 

This is the desk which my grandfather made. 

 

9. ケンタが好きな女の子は親切です。 

The girl whom Kenta likes is kind. 

 

10. 私は青い目をした女性を知っています。 

I know the woman whose eyes are blue. 

 

11. 向こうでサッカーをしている男の子はヨシキで。 

The boy who is playing soccer over there is Yoshiki. 



12. 佐藤先生はみんなが好きな先生です。 

Mr. Sato is a teacher whom everyone likes. 

 

13. 私は失くした時計を探しています。 

I am looking for the watch which I lost. 

 

14. 浴衣を着ている女の子はクミです。 

The girl who wears a yukata is Kumi. 

 

15. 私たちが見たその赤ちゃんはかわいかった。 

The baby whom we saw was cute. 

 

16. 私は舞台の上でピアノを弾いている（その）男の子を知っている。 

I know the boy who is playing the piano on the stage. 

 

17. 私は年よりに親切な男性が好きです。 

I like a man who is kind to old people. 

 

18. 公園で走っていた（その）犬は私のです。 

The dog which was running in the park is mine. 

 

19. 英語で書かれている本は難しい。 

The book which is written in English is difficult. 

 

20. 私は日本で作られた車が欲しい。 

I want a car which was made in Japan. 

 

21. 彼は本を読んでいる（その）女の子を知っている。 

He knows the girl who is reading a book. 

 

22. 英語を上手に話せる（その）生徒は私の友達です。 

The student who can speak English well is my friend. 

 

23. 先生はグラウンドで走っている子どもたちを見た。 

The teacher looked at the children who were running in the ground. 

 



24. これは昨日うちの猫によって壊されたおもちゃです。 

This is a toy which was broken be our cat yesterday. 

 

25. 昨年建てられたその家はこの町でいちばん新しい。 

The house which was built last year is the newest in this town. 

 

26. 熱心に勉強する生徒はその試験に合格するだろう。 

A student who studies hard will pass the exam. 

 

27. あなたと一緒にテレビをみたその男の子は私の兄です。 

The boy who watched TV with you is my brother. 

 

28. 私は彼によって撮られたその写真を持っています。 

I have the pictures which were taken by him. 

 

29. （その）木の下に立っているあの男性を見て。 

Look at the man who is standing under the tree. 

 

30. 日本で話されている言語は日本語です。 

The language which is spoken in Japan is Japanese. 

 

31. 図書館で勉強をしている（その）女の子たちは私のクラスメートです。 

The girls who are studying in the library are my classmates. 

 

32. 私はサトルが先月くれた猫を 2 匹飼っている。 

I have two cats which were given by Satoru last month. 

 

33. その会議で使われる（予定の）言語は英語です。 

The language which will be used in the meeting is English. 

 

34. 私はフランス語を読める人を探しています。 

I am looking for a person who can read French. 

 

35. サカイ教授によって書かれたその本は簡単ではない。 

The book which was written by professor Sakai is not easy. 

 



36. 彼はこのクラスでたった一人の中国語を話せる人です。 

He is the only person that can speak Chinese in this class. 

 

37. その川で泳いでいる子どもたちは私の息子と娘です。 

The children who are swimming in the river are my son and daughter. 

 

38. 京都は毎年たくさんの人が訪れる街です。 

Kyoto is a city which is visited by a lot of people every year. 

 

39. 私はユミが聞いている（その）曲を知っている。 

I know the song which Yumi is listening to. 

 

40. 彼が英語で書いたそれらの本はとても面白い。 

These books which he wrote in English are very interesting. 

 

41. 彼らがその国で話す言語はスペイン語です。 

The language which they speak in the country is Spanish. 

 

42. 私にはフランス語を勉強する姉がいます。 

I have a sister who studies French. 

 

43. 彼はタマと呼ばれる猫を飼っています。 

He has a cat which is called Tama. 

 

44. これらはあなたが 3 年間欲しがっていたすべての本です。 

These are all books that you have wanted for three years. 

 

45. 私にはお金持ちの友人がいます。 

I have a friend who is rich. 

 

46. 私はあなたの母が先週作ったドレスを買いたいです。 

I want to buy a dress which your mother made last week. 

 

47. あなたがそのグラウンドで会うことができる（その）選手は私の姉です。 

The player whom you can see at the ground is my sister. 

 



48. これは先週、私の父が私にくれたノートです。 

This is a notebook which my father gave me last week. 

 

49. あれは私たちが毎日行く学校です。 

That is the school which we go to every day. 

 

50. 彼女が今読んでいるあの雑誌はとても人気がある。 

That magazine which she is reading now is very popular. 

 

51. 私は父が医者のその女の子を知っている。 

I know the girl whose father is a doctor. 

 

52. これは彼女が買うつもりの自転車です。 

This is the bike which she will buy. 

 

53. 彼らがその工場でつくる車は大きくない。 

A car which they make in that factory is not big. 

 

54. その男性が北海道で撮った写真はすばらしかった。 

The pictures which the man took in Hokkaido was wonderful. 

 

55. あなたは彼がギターで弾いている曲が好きですか？ 

Do you like the song which he is playing with the guitar? 

 

56. 向こうを歩いている男性と犬はとても有名です。 

The man and the dog that are walking over there are very famous. 

 

57. 私はピアノを上手に弾くことができる男の子を知っている。 

I know a boy who can play the piano well. 

 

58. これは約 100 年前に作られたカップです。 

This is a cup which was made about one hundred years ago. 

 

59. 私はおじさんが医者の友人がいます。 

I have a friend whose uncle is a doctor. 

 



60. 私はそこに座っている女の子を知っている。 

I know the girl who sits there. 

 

61. 彼らには中学校に通う妹がいます。 

They have a sister who goes to junior high school. 

 

62. 私にはとても髪の長い姉がいます。 

I have a sister whose hair is very long. 

 

63. 彼はあの走っている犬を飼っている。 

He has that dog which is running. 

 

64. 彼女には野球をする弟がいます。 

She has a brother who plays baseball. 

 

65. 彼は私がきのう図書館で見つけた男性です。 

He is the man who I found in the library yesterday. 

 

66. 今（その）ビルの写真を撮っているあの女性は彼の母親です。 

That woman who is taking pictures of the building now is his mother. 

 

67. 私にはお母さんが教師の友達がいます。 

I have a friend whose mother is a teacher. 

 

68. ロンドンに行くバスはどこで乗ることができますか？ 

Where can I get on a bus which goes to London? 

 

69. あなたがその駅でみた女の子はグレースです。 

The girl whom you saw at the station is Grace. 

 

70. あなたが京都でとったいくつかの写真を見せて下さい。 

Please show me some pictures which you took in Kyoto. 

 

71. 彼女は私がとても好きな女優です。 

She is an actress whom I like very much. 

 



72. メアリーがそのパーティで会ったその男性はとてもハンサムでした。 

The man whom Mary met at the party was very handsome. 

 

73. その校門に立っているその男の子がタケシです。 

The boy who is standing at the school gate is Takeshi. 

 

74. あなたは先月オープンしたレストランに行ったことがありますか？ 

Have you been to the restaurant which opened last month? 

 

75. 昨日、私はその銀行で働いている 2 人の男性に会いました。 

Yesterday I met two men who work for the bank. 

 

76. これは私が何回も読んだことのある本です。 

This is a book which I have read many times. 

 

77. その旅行の間に私があった人々は私に親切でした。 

The people whom I met during the trip were kind to me. 

 

78. あなたが毎日聴いている曲は何ですか？ 

What is the song which you listen to every day? 

 

79. 英語は世界中の人々が話している言語です。 

English is a language which people all over the world speak. 

 

80. 私は窓の近くに座っているあの男性を知っている。 

I know that man who is sitting near the window. 

 

81. 私は日本で人気のあるその映画を見た。 

I watched the movie which was popular in Japan. 

 

82. 私が昨日買ったその本はとてもおもしろかった。 

The book which I bought yesterday was very interesting. 

 

83. 私は屋根が赤いその家を知っている。 

I know the house whose roof is red. 

 



84. これは私のことを幸せにする映画です。 

This is a movie which made us happy. 

 

85. ユリは好きな男性と話しています。 

Yuri is talking with the man whom she likes. 

 

86. 私は、弟が有名な歌手である友達がいます。 

I have a friend whose brother is a famous singer. 

 

87. これは旭川にいくたった一つのバスだ。 

This is the only bus that goes to Asahikawa. 

 

88. ここは私が訪れた最初の場所です。 

This is the first place that I visited. 

 

89. 彼はみんなが知っている歌手です。 

He is the singer whom everybody knows. 

 

90. これは今朝着いた英語の手紙です。 

This is an English letter which arrived this morning. 

 

91. 私たちは通りで働いている男の人たちを見ています。 

We are watching the men who are working on the street. 

 

92. 木の下に横たわっている老人は私の祖父です。 

The old man lying under the tree is my grandfather. 

 

93. きちんとした文字で（in neat handwriting）書かれた手紙を受け取った。 

I received a letter which was written in neat handwriting. 

 

94. 彼にはカナダ出身の友達がいます。 

He has a friend who is from Canada. 

 

95. あなたには東京大学に通う友達はいますか？ 

Do you have a friend who goes to Tokyo University. 

 



96. 私は図書館で借りた本をまだ返していません。 

I have not returned the book which I borrowed from the library yet. 

 

97. 私たちは丘の上に建っている家に住んでいます。 

We live in a house which stands on a hill. 

 

98. 彼女は私がプレゼントしてあげたネックレスをつけていました。 

She was wearing a necklace which we presented to her. 

 

99. これは私が知っている一番かわいい人形です。 

This is the cutest doll that I know. 

 

100. 来たすべての人はそのコンサートを楽しみました。 

All the people that came enjoyed the concert. 


