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関係代名詞の理解を深める指導の工夫 

－プレゼンテーションソフトの活用を通して－ 

 

教科研究室 水 田   寿 

【要  約】 

日本語とは文法が大きく異なる英語の学習においては、理解するための学習が重要である。しかし、学習者にと

っては、興味を持って学習を続けることは難しい。学習者にとって、理解するのが難しい文法事項の一つに、関係

代名詞がある。そこで、単調になりがちな文法指導を改善し、視覚による理解を深めるために、プレゼンテーショ

ンソフトを用いて教材を作成し、関係代名詞の効果的な指導の工夫について検討した。 
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１ 研究の目的 

英語の学習においては、中学校では、音声によるコミ

ュニケーション能力を重視し、実践的コミュニケーショ

ン能力の基礎を養い、高等学校では、中学校での学習を

踏まえて、実践的コミュニケーション能力を養うことが

求められている。そのために、リスニングとスピーキン

グが強調され、英語を聞くことや話すことに慣れるため

の学習に重点が置かれている。しかし、英語と日本語は

文法が大きく異なり、英語の学習においては文法事項を

理解するための学習も重要である。その理解するための

学習が十分でなければ、慣れるための学習もその効果が

十分には現れないと思われる。 

日本語には見られない英語の文法事項に関係代名詞が

ある。中学校でその一部が取り上げられているが、学習

者にとっては理解するのが困難である文法事項の一つと

なっている。高校生にとっても、中学校で学んだ内容に

加えて、新しく学ばなければならない事項が多く含まれ

ている。関係代名詞は書き言葉でよく見られるものであ

るため、まず理解するための学習が重要である。 

理解するための学習をより効果的に進めるためには、

教育機器の活用が欠かせない。コンピュータの普及によ

り、様々な視聴覚教材の活用も可能になった。特に、複

雑な英語の構造を分かりやすく説明するためには、聴覚

による理解よりもむしろ、視覚による理解を図る必要が

ある。そのためには、プレゼンテーションソフトの活用

が効果的ではないだろうか。 

そこで、高等学校での関係代名詞の指導に当たって、

視覚による理解を助けるためにプレゼンテーションソフ

トで教材を作成し、関係代名詞の効果的な指導の工夫に

ついて検討することにした。 

２ 研究の内容 

⑴ 文献研究 

ア 中学校学習指導要領解説－外国語編－ 

中学校学習指導要領解説－外国語編－から、関係代名

詞に関する事項を確認した。 

(ア ) 言語材料 

言語材料に関しては、オ 文法事項（ウ）代名詞ｂ関

係代名詞のうち、主格のthat, which, who及び目的格の

that, which の制限的用法の基本的なものを扱う。そし

て、関係代名詞のうち、目的格のwhom及び所有格whose

は扱わない。 

「基本的なもの」とは、関係代名詞に前置詞がついた

ものや先行詞と関係代名詞の間が離れているものは避け

るということである。 

関係代名詞の指導は、理解の段階にとどめるものとす

る。指導に当たっては表現することまで求めず、聞いた

り読んだりして理解できればよいものとする。 

接触節については、先行詞による使い分けが必要ない

など、学習上の負担が比較的少ないと考えられ、関係代

名詞とは別のものとして考えることとする。 

 (イ) 言語材料の取扱い 

関係代名詞は後置修飾の構造をとり、日本語とは異な

る。さらに関係代名詞を使って話したり書いたりするた

めには、先行詞の格の違いによる使い分けが必要となる。

このような点を考慮し理解の段階にとどめるものとする。 

イ 関係代名詞について 

関係代名詞について、一般的な文法書で説明されてい

ることを確認した。 

(ア ) 関係代名詞と先行詞 

 代名詞として働くと同時に、節を導いて先行する名詞

や代名詞に結びつける接続詞として働くものを関係代名

詞という。関係代名詞に導かれる節に修飾される（代）

名詞を先行詞という。関係詞節は形容詞節である。 

(イ) 関係代名詞の種類 

関係代名詞は先行詞の種類とその働きによって分かれ

ている。このうち、中学校では、先ほど触れたように、

主格の who, which, that と目的格の which, thatを学

習する。 
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(ウ) 関係代名詞の２用法 

 関係代名詞には、先行詞を修飾限定する制限用法と、

先行詞について補足的な説明を加える非制限用法との二

つがある。制限用法では、修飾する語との関係が密接で

先行詞と関係代名詞との間にコンマを置かないが、非制

限用法の場合には、コンマを置く。中学校では、前者の

制限用法のみ学習する。 

(エ) thatの用法 

 thatには、主格、目的格の二つしかなく、格による形

の変化はない。主として先行詞が物や動物の場合に用い

られるが、人の場合にもwhoの代わりに用いることがで

きる。制限用法では、特に口語で、who(whom)やwhichの

代わりにthatを用いることが多い。 

(オ) whatの用法 

whatは先行詞を含んでいて、the thing which, that 

whichに相当する。Whatの導く節は名詞節を作り、文の

主語、補語、目的語になる。 

ウ 文法指導について 

佐藤寧氏は「基礎・基本とは何かを具体的に考える

と、結局のところ発音、語彙
ご い

、文法に落ち着くような気

がする。」「中学・高校では、コミュニケーションを重

視しつつも文法の指導を疎かにしないことが、基礎・基

本を重視した学習になると思うが、いかがであろう

か？」と問いかけている（佐藤2000）。 

授業時間が限られた中で、文法事項を効果的に指導す

ることが求められている。 

松岡博信氏は「文法説明は単調になりやすく、生徒の

興味を引き付けたまま注意力を持続させることが最も困

難な作業である。かつ、プリントや言葉のみによる指導

では抽象的で分かりにくく、工夫を凝らした板書やカー

ドなどの使用も必要である。」と述べており、続けて、

プレゼンテーションソフトの利点として、１ 板書に費

やす時間の節約、２ さまざまな焦点化が可能、３ マ

ルチメディアの再生が簡便、４ 表やグラフを一瞬に表

示、の四つを挙げている（松岡 2006）。 

生徒が興味を持って文法事項の学習に取り組めるよう

に、プレゼンテーションソフトを利用して教材を作成す

ることができれば、文法事項の理解が進むであろう。 

大西泰斗氏、ポール・マクベイ氏は、その共著の中で、

それぞれの表現を学ぶ前に、あるいはそれと並行して、

身につけなければならない最も重要な感性を「絶対基礎

力」と呼び、その絶対基礎力は、１ 並べると説明、２ 

不安定な感情、３ 前は限定、４ 穴は埋めろ、５ と

きは距離、の五つの原則から成り立っていると述べてい

る。そして、関係代名詞の用法については、「４ 穴は

埋めろ」の原則で説明している（大西、マクベイ2005）。 

田中茂範氏、佐藤芳明氏、阿部一氏は、その共著の中

で、「そこで、本章では、新しい教育英文法を構想する

際に重要な観点のひとつとなる『レキシカル・グラマー

(lexical grammar)』というスタンスから、英文法の主

要な項目のいくつかについて解説を加えていきたい。」

と述べており、さらに、関係詞節に関して、「関係節は

先行詞に対して情報を追加するというはたらきをすると

一般化しておくことができよう。」と述べている（田中、

佐藤、阿部2006）。 

⑵ 教科書分析 

中学校で使用されている３社の教科書と、高等学校の

１年生が使用している１社の教科書において、関係代名

詞がどのように用いられているかを調べた。 

ア 主格のwho 

be動詞の補語や一般動詞の目的語にくる「人」を表す

名詞の後に用いられている文が多い。 

イ 主格のwhich(that) 

主格の whoと同じように、be動詞の補語や一般動詞の

目的語にくる「物」を表す名詞の後に用いられている文

が多い。主格のwhoの代わりにthatを用いている例もい

くつかあった。 

ウ 目的格のwhich(that) 

主格の場合と同様に、be動詞の補語や一般動詞の目的

語にくる「物」を表す名詞の後に用いられている文が多

い。 

「人」を表す名詞を修飾するthatを用いた文が、中学

校の教科書の中にいくつか見られた。目的格のwho(m) 

は、中学校では学習しないことになっているが、thatで

代用している文である。ただし、中学校１社の教科書に

は見られなかった。 

また、高等学校の１社の教科書では、目的格のwho(m)  

が１例見られたが、thatが用いられている例は見られな

かった。 

エ 接触節 

接触節とは、This is the mountain I climbed last 

year. という英文のように、This is the mountainとI 

climbed last year の二つの節が、関係代名詞を用いず

に直接接触しているもので、形の上では、関係代名詞の

省略と同じになる。 

接触節は、先ほど触れたように、先行詞による使い分

けが必要ないなど、学習上の負担が比較的少ないと考え

られ、関係代名詞とは別のものとして考えることになっ

ている。そのため、教科書では、かなりの数の文が見ら

れた。 
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高校Ａの教科書では、接触節または関係代名詞の省略

の例は大変少なかった。 

⑶ 実態調査 

高校１年生70名を対象に、関係代名詞の理解を確認す

るための実態調査を行った。関係代名詞を含む英文を11

個選び、生徒たちに日本語に訳してもらった。 

ア 主格のwho 

主格のwho に関して、以下の三つの英文を日本語に訳

してもらった。先ほど教科書分析で確認したように、be

動詞の補語や一般動詞の目的語にくる「人」を表す名詞

と、主語の位置にくる「人」を表す名詞を修飾する関係

詞節を含む英文を選んだ。その結果、1)と3)の正答率が

低かった。 

1) This is a person who worked for sick people. 

2) I have a friend who can play the guitar very 

well. 

3) People who listened to his music were 

surprised. 

イ 主格のwhich(that) 

主格のwhich(that) に関して、以下の二つの英文を日

本語に訳してもらった。同じく、be動詞の補語や一般動

詞の目的語にくる「物」を表す名詞を修飾する文を選ん

だ。4)、5)ともに正答率はあまり高くなかった。 

4) This is a movie that makes us happy. 

5) I received a letter which was written in 

English. 

ウ 目的格のwhich(that) 

目的格のwhich(that) に関して、以下の三つの英文を

日本語に訳してもらった。同様に、be動詞の補語や一般

動詞の目的語にくる「物」を表す名詞と、主語の位置に

くる「物」を表す名詞を修飾する文を選んだ。6)の正答

率が低かった。 

6) There are some books which you can read. 

7) I will show you the pictures that I took. 

8) The movie which I saw last week was very 

interesting. 

エ 接触節 

最後に、接触節の英文を三つ日本語に訳してもらった。

同様に、be動詞の補語や一般動詞の目的語にくる「物」

を表す名詞と、主語の位置にくる「物」を表す名詞を修

飾する文を選んだ。11）の正答率が低かった。 

9) This is the book I bought yesterday. 

10) We enjoyed the dinner my mother cooked. 

11) The pen my father gave me was made in Japan. 

オ 誤答例 

生徒たちの誤答例をまとめると、次のような問題点が

見られた。 

(ア ) 主節の主語と動詞の関係をつかめていない。 

(イ) 主語を取り違え、人を主語に訳す傾向が強 

い。 

(ウ) 関係代名詞の後置修飾の働きがつかめていな 

い。 

(エ) 二つの動詞をただ順番に訳している。 

⑷ 教材作成 

これらの問題点に留意して、プレゼンテーションソフ

トを用いて、主格のwho、主格のwhich(that)、目的格の

which(that)、what、練習問題に関する教材を作成した。

教材の作成に当たっては、中学校学習指導要領に沿って、

関係代名詞を含む文の意味が理解できることをねらいと

した。 

３ まとめと今後の課題 

⑴ まとめ 

ア 中学校と高等学校の連携 

学習指導要領をよく読み、関係代名詞の学習内容とそ

の扱いの違いを十分に理解した上で、中学校と高等学校

の学習内容の連携を図ることが大切である。 

イ 視覚による理解を助けるための教材の作成 

生徒の実態調査を踏まえ、単調な説明に終わらないよ

うに、視覚による理解を助けるための教材を、プレゼン

テーションソフトを用いて作成した。中学校で学習した

内容との連携を考慮に入れ、高等学校１年生が学ぶ、主

格のwho、主格のwhich(that)、目的格のwhich(that) の

制限用法と、what、そして練習問題を作成した。 

⑵ 今後の課題 

今回は、中学校との連携を視野に入れ、理解に焦点を

当てた教材を作成したが、生徒の理解をより深めるため

には、今回作成した教材を更に改良しなければならない。

また、高等学校では、表現に焦点を当てた指導が求めら

れるので、その教材作成に取り組む必要がある。 
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