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〈主格〉
関係代名詞（1）

主格の関係代名詞 who

I have a friend who lives in Canada.
The boy who is playing soccer is Ken.

1
2

関係代名詞の働き
1 2

私にはカナダに住んでいる友だちがいます。
サッカーをしている少年は健です。

関係代名詞は，〈接続詞＋代名詞〉の役割を持ち，２つの文をつなぐ働きをする。

主格の関係代名詞 who 先行詞が「人」の場合に使い，続く文の中で主語の働きをする。

I have a friend. ＋ He lives in Canada. （私には友だちがいます。彼はカナダに住んでいます。）
（人）

→

主語

I have a friend who lives in Canada. （私にはカナダに住んでいる友だちがいます。）

who 以下から戻るよう
に訳す。

先行詞 関係代名詞
〈主格〉

The boy is Ken. ＋ He is playing soccer. （その少年は健です。彼はサッカーをしています。）
（人）

→

主語

The boy who is playing soccer is Ken. （サッカーをしている少年は健です。）
先行詞 関係代名詞
〈主格〉

修飾される
（代）名詞（a

friend や the boy）を「先行詞」という。

関係代名詞に続く動詞は，先行詞の人称・数に一致させる。

2

I have a doll which wears a red dress.

3

3

私は赤いドレスを着た人形を持っています。

主格の関係代名詞 which 先行詞が「物」・「動物」のときは，関係代名詞 which を使う。

3
4

4

主格の関係代名詞 which

主格の関係代名詞 that

She is the girl that painted this picture.

彼女はこの絵を描いた少女です。

主格の関係代名詞 that 関係代名詞 that は先行詞が「人」の場合でも，
「物」
・
「動物」の場合でも使える。

which よりも that が好まれる。
・先行詞に形容詞の最上級や，the first / the last / the only / all / every / any / few / no などが含

◦ that が好まれる場合

次のような場合は，who,

まれるとき。

・先行詞が something，nothing など -thing で終わるとき。
・先行詞が
〈人＋物［動物］〉のとき。

This is the first letter that was sent to me this year.

（これは今年私に送られた最初の手紙です。）

I want something that makes me happy.

（私は私を幸せな気分にする何かがほしいです。）

I saw a boy and his dog that were playing in the park.

（私は公園で遊んでいる少年と犬を見ました。）

15

関係代名詞⑴〈主格〉

確認問題
1

〈主格の関係代名詞 who〉下線部に注意して空所に適語を入れ，２つの文を１つにしなさい。ただし，

that は用いないこと。

1 2

I have a friend. She lives in China.
I have a friend
lives in China.
⑵ We saw the children. They looked happy.
We saw the children
looked happy.
⑶ The girl is Yuki. She is standing by the door.
The girl
is standing by the door is Yuki.
⑴

2

〈主格の関係代名詞 which〉下線部に注意して空所に適語を入れ，２つの文を１つにしなさい。ただし，

that は用いないこと。

3

There is a bird. It has blue eyes.
There is a bird
has blue eyes.
⑵ Those are the cakes. They were made by Kumi.
Those are the cakes
were made by Kumi.
⑶ The house is my brotherʼs. It stands by the river.
stands by the river is my brotherʼs.
The house
⑴

3

〈who と which の使い分け〉次の
（

）内から適語を選び，記号を○で囲みなさい。

1 2 3

This is the dog（ ア who イ which ）can run very fast.
⑵ I know the students（ ア who イ which ）work for old people.
⑶ Do they live in the house（ ア who イ which ）stands on the hill?
⑷ We donʼt know the man（ ア who イ which ）asked the way to the station.
⑴

4

〈先行詞と動詞の一致〉次の
（

）内から適語を選び，記号を○で囲みなさい。

1 2 3

She has many friends who（ ア help イ helps ）her.
⑵ I know a cat which（ ア have イ has ）blue eyes.
⑶ This is a dog which（ ア is イ are ）twenty years old.
⑴

5
⑴

〈関係代名詞 that〉下線部に注意して，次の英文を日本文にしなさい。

This is the girl that can speak English well.
こちらは

⑵
⑶

The boys that are walking over there are my friends.
He has a camera that was made in Japan.
彼は

⑷

4

This is the only room that has no windows.
これは

少女です。
少年たちはぼくの友人です。
カメラを持っています。
部屋です。

