
 

関係代名詞（目的格）まとめ 

基本 

１  関係代名詞の英文  

次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  Aki is the girl whom I saw in the park. 

     アキは私が公園で見た女の子です。 
  

（２）  This is the food which we like very much. 

     これは私たちがとても好きな食べ物です。 
  

（３）  The man whom you met on the bus is our teacher. 

     あなたがバスで会った男の人は私たちの先生です。        

 

２  関係代名詞を使った英作文  

① 次の英文の（  ）にあてはまる適切な関係代名詞（ whom または which ）を書きなさい。 

（１） Mr. Smith is the teacher （                ） everyone likes. 

（２） This is a table （                ） my father made. 

 

② 次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） 私はあなたがそこで見た女の子を知っています。   

    I know  （   saw   /   whom   /   there   /   you   /   the girl   ） . 

     I know       the girl whom you saw there                                 . 
    

（２） あれは私の父がつくったいすです。   

    That is  （   my   /   a chair   /   made   /   father   /   which   ） . 

    That is        a chair which my father made                               . 
    

（３） 彼女が撮った写真はとても美しい。   

    （   took   /   which   /   is   /   she   /   the picture   ）  very beautiful. 

      The picture which she took is                                        very beautiful. 

 

③ 次の日本語を関係代名詞を使って英語で書きなさい。 

（１） 私はあなたが公園で見た女の人を知っています。 

    I know the woman whom you saw in the park. 
  

（２） 私が昨日買った本はおもしろい。 

    The book which I bought yesterday is interesting. 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

問題１  次の２つの文を関係代名詞を使って１つの文にしなさい。 

（１）  She is the girl.    We saw her in the park. 

     

She is the girl whom we saw in the park. 
  

（２）  This is a picture.    He took it in Canada. 

     

This is a picture which he took in Canada. 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  The people were very kind.   I saw them at the party. 

     
The people    whom    I    saw    at the party were very kind. 

  

（２）  This picture was taken by her. 

     
This is a picture    which    she    took    . 

  

（３）  This is a book written by him. 

     
This is a book    which    he    wrote    . 

  

（４）  Her favorite subject is English. 

     
English is the subject    which       she       likes    very much. 

 

問題３  次の日本語を関係代名詞を使って英語で書きなさい。        〔 入試問題 / 期末テスト 〕   

（１） これは私が先月買ったかばんです。 

    

This is the bag which I bought last month. 
  

（２） きのう父が私に買ってくれた本はとてもおもしろい。 

    

The book which my father bought me yesterday is very interesting. 
  

（３） あなたが京都で撮った写真を見せてください。               

    

Please show me the pictures which you took in Kyoto. 
  

（４） 私は，おばが私に送ってくれたプレゼントが気に入っています。               

    

I like the present which my aunt sent me. 
  

（５） ロンドンは私が長い間訪れたいと思っている都市です。 

    

London is a city which I have wanted to visit for a long time. 
  

（６） あなたがそこで見た男の子はケンですか。 

    

Is the boy whom you saw there Ken ? 

 



 

基本 解答 

１  関係代名詞の英文  

次の英文をそれぞれ日本語にしなさい。 

（１）  Aki is the girl whom I saw in the park. 

     アキは私が公園で見た女の子です。 
  

（２）  This is the food which we like very much. 

     これは私たちがとても好きな食べ物です。 
  

（３）  The man whom you met on the bus is our teacher. 

     あなたがバスで会った男の人は私たちの先生です。        

 

２  関係代名詞を使った英作文  

① 次の英文の（  ）にあてはまる適切な関係代名詞（ whom または which ）を書きなさい。 

（１） Mr. Smith is the teacher （     whom     ） everyone likes. 

（２） This is a table （     which     ） my father made. 

 

② 次の日本語の意味を表すように（  ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１） 私はあなたがそこで見た女の子を知っています。   

    I know  （   saw   /   whom   /   there   /   you   /   the girl   ） . 

     I know       the girl whom you saw there                                 . 
    

（２） あれは私の父がつくったいすです。   

    That is  （   my   /   a chair   /   made   /   father   /   which   ） . 

    That is        a chair which my father made                               . 
    

（３） 彼女が撮った写真はとても美しい。   

    （   took   /   which   /   is   /   she   /   the picture   ）  very beautiful. 

      The picture which she took is                                        very beautiful. 

 

③ 次の日本語を関係代名詞を使って英語で書きなさい。 

（１） 私はあなたが公園で見た女の人を知っています。 

    I know the woman whom you saw in the park. 
  

（２） 私が昨日買った本はおもしろい。 

    The book which I bought yesterday is interesting. 



 

発展 解答 

問題１  次の２つの文を関係代名詞を使って１つの文にしなさい。 

（１）  She is the girl.    We saw her in the park. 

     

She is the girl whom we saw in the park. 
  

（２）  This is a picture.    He took it in Canada. 

     

This is a picture which he took in Canada. 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適する語を１語ずつ書きなさい。 

（１）  The people were very kind.   I saw them at the party. 

     
The people    whom    I    saw    at the party were very kind. 

  

（２）  This picture was taken by her. 

     
This is a picture    which    she    took    . 

  

（３）  This is a book written by him. 

     
This is a book    which    he    wrote    . 

  

（４）  Her favorite subject is English. 

     
English is the subject    which       she       likes    very much. 

 

問題３  次の日本語を関係代名詞を使って英語で書きなさい。        〔 入試問題 / 期末テスト 〕   

（１） これは私が先月買ったかばんです。 

    

This is the bag which I bought last month. 
  

（２） きのう父が私に買ってくれた本はとてもおもしろい。 

    

The book which my father bought me yesterday is very interesting. 
  

（３） あなたが京都で撮った写真を見せてください。               

    

Please show me the pictures which you took in Kyoto. 
  

（４） 私は，おばが私に送ってくれたプレゼントが気に入っています。               

    

I like the present which my aunt sent me. 
  

（５） ロンドンは私が長い間訪れたいと思っている都市です。 

    

London is a city which I have wanted to visit for a long time. 
  

（６） あなたがそこで見た男の子はケンですか。 

    

Is the boy whom you saw there Ken ? 

 

 


