
①動詞→主語     ②A接続詞 B         ③A,B,C and D   ④is sold by       ⑤is selling ***       ⑥ a boy firing her,        a boy fired by her 

何、、、？ いつ？ どこ？  

どのように？ なぜ？ 誰？  
（一般訳）  （直訳・文法訳）    不定詞（主語同一） 

the thing, the way, the time,  

the place, the reason, the person 

 

What does he buy? 

何を 買いますか。 

 

 

 

What does he do? 

何を しますか？  

 

what he buys 

彼が 買うもの 

what he does 

彼が すること 

 

what he buys 

彼が買う何か 

what he does 

彼がする何か 

 

what to buy 

買う（べき）もの 

what to do 

する（べき）こと 

 

もの・こと the thing 

方法  the way 

時・時間・日時  the time 

場所  the place 

理由  the reason 

人  the person 

I know what he buys. 

彼が 買うもの を  

知っています。 

I know what he does. 

彼が すること を  

知っています。 

I know what he buys. 

彼が 何を 買うか  

知っています。 

I know what he does. 

彼が 何を するか  

知っています。 

I know what to buy. 

（私は、私が） 

買う（べき）もの を 知っています。 

I know what to do. 

（私は、私が）する（べき）こと を  

知っています。 

the thing to buy 

買うべき物 

the thing to do 

するべき事 

How does he write? 

彼は どのように  

書きますか？ 

 

how he writes 

彼が どのように  

書くか 

I know how he writes. 

彼が どのように  

書くか 知っています。 

how he writes 

どのように 彼が 書くか 

I know how he writes. 

どのように 彼が 書くか  

知っています。 

how to write 

書き方 

I know how to write. 

書き方 を 知っています。 

the way to write 

書くべき方法 

When does he come? 

彼は いつ 来ますか？ 

I know when he comes. 

彼が いつ 来るか  

知っています。 

I know when he comes. 

いつ 彼が 来るか  

知っています。 

I know when to come. 

（私は、私が） 

来る（べき）時を 知っています。 

the time to come at 

来るべき時間 

 

Where does he go? 

彼は どこへ 行きますか？ 

 

I know where he goes. 

彼が  どこへ  行くか 

知っています。 

 

I know where he goes. 

どこへ 彼が 行くか  

知っています。 

 

I know where to go. 

（私は、私が） 

行く（べき）場所を 知っています。 

 

the place to go to 

行くべき場所 

 



「, 」を、つけて訳していけば、大丈夫です！ 

 

 

I met Peter who was in America. 

 

 

I met Peter, who was in America. 

ピーターに会いました。その人は、アメリカにいました。 

 

I met the man, who was in America studying Japanese in college. 

 

I met the man, who was in America, studying Japanese in college. 

 

ピーターに会いました。その人は、アメリカにいました。日本語を勉強していま

した。 

 

I met the man, who was in America studying Japanese in college which has 

been loved by people from Japan since 1900. 

 

I met the man, who was in America studying Japanese in college, which has 

been loved by people from Japan since 1900. 

 

ピーターに会いました。その人は、アメリカにいました。大学で日本語をべんき

ょうしていました。その大学は 1900年以来、日本からの人々に愛されてきまし

た。 

 

I met the man, who was in America studying Japanese in college, which has 

been loved by people from Japan since 1900 when there was many nice jobs 

over there. 

 

 

 

I met the man, who was in America studying Japanese in college, which has 

been loved by people from Japan since 1900, when there was many nice jobs 

over there. 

 

 

ピーターに会いました。その人は、アメリカにいました。大学で日本語をべんき

ょうしていました。その大学は 1900年以来、日本からの人々に愛されてきまし

た。その年には、そこでは、たくさんのよい仕事がありました。 

 

  

 

 



 

③ 

I know the boy and he is walking. 

 

I know the boy, who is walking.     

 

その少年を知っています。 彼は、歩いています。 

 

 

I know the boy who is walking.    

  

歩いている（ところの）少年を知っています。  

 

 

 

I know the boy that is walking.   

  

 歩いている（その）少年を知っています。 

  

 

 

 

 

 


