
接続詞の基礎（３）No.1

【１】次の各組の文がほぼ同じ内容になるように、（ ）
に適語を入れ、更にその書き換えた文を日本語にし
なさい。

1)My aunt likes tea. She likes coffee too.

My aunt likes ( ) tea ( ) coffee.

2)I don’t play baseball. I don’t play soccer either. 〔not

～ either「～も～でない」）
I don’t play baseball ( ) ( ).

3)If you leave home now, you can catch the train.

( ) home now, ( ) you can’t catch the train.

4)The boy is very kind. So everyone likes him.

The boy is ( ) kind ( ) everyone likes him.

5)They spoke very fast. So I couldn’t understand their

English.

They spoke ( ) fast ( ) I couldn’t understand their

English.

【２】次の文を（ ）内の語句を使って１つの文に書
き換え、更に日本語に訳しなさい。

1)Mike plays the piano. He plays the drums too. (both

～ and ―)
2)He doesn’t like dogs. He doesn’t like cats either. (or)

3)He will come to Japan. I’m sure about it. (that)

4)It was raining very hard. So we didn’t go out. (so～
that―）

【３】日本文に合うように（ ）内の語句を使って、
英文を完成しなさい。

1)その飛行機は大阪・札幌間を飛んでいます。
(and / flies / Osaka / Sapporo / the plane / between).

2)午後から雨になるのではないかと思います。
(it / afraid / in the afternoon / that / I’m / rain / will).

3)彼はとても疲れていたので、早く寝ました。
(early / went / tired / was / to bed / that / so / he / he).

4)母は大変忙しいので、私達と一緒に行けません。
(go / my mother / busy / can’t / is / with us / that / so /

she).
5)その映画がとても素晴らしかったので、私は３回見
ました。
(I / the movie / so / was / that / wonderful / three times

/ it / saw).
6)彼女はとても注意深いので、ほとんど間違えません。
(makes / she / she’s / few mistakes / careful / so / that).

7)彼はとても忙しいので、テレビを見ることが出来ま
せん。
(busy / he’s / can’t / he / so / that / TV / watch).

8)その犬はとても速く走ったので、私は捕まえられま
せんでした。
(catch / the dog / couldn’t / it / ran / that / fast / I / so).
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【１】

1)both / and 私の叔母は紅茶とコーヒーが両方とも
好きです。

2)or soccer. 私は野球もサッカーもしません。

3)Leave / or 今、家を出なさい。さもないと、あな
たは列車に間に合わないでしょう。

4)so / that その少年はとても親切なので、誰もが彼
のことを好きです。

5)so / that 彼らはとても速く話したので、私は彼ら
の英語が理解できなかった。

【２】

1)Mike plays both the piano and the drums. マイクはピ
アノとドラムの両方を演奏します。

2)He doesn’t like dogs or cats. 彼は犬も猫も好きでは
ありません。（or「～か、または～」は、not と一緒
に使うと、「～も～も～でない」になることに注意）

3)I’m sure that he will come to Japan. きっと彼は日本
に来ると私は思います。（この thatは省略可能です。）

4)It was raining so hard that we didn’t go out. とても激
しく雨が降っていたので、私達は外出しなかった。

【３】

1)The plane flies between Osaka and Sapporo.

2)I’m afraid that it will rain in the afternoon.

3)He was so tired that he went to bed early.

4)My mother is so busy that she can’t go with us.

5)The movie was so wonderful that I saw it three times.

6)She’s so careful that she makes few mistakes.（a fewで
「少し～ある」、fewで「ほとんど～ない」）

7)He’s so busy that he can’t watch TV.

8)The dog ran so fast that I couldn’t catch it.



接続詞の基礎（３）No.2

【４】次の（ ）に、and, or, thatの内、適する語を
入れ、出来た文を日本語に直しなさい。

1)I’m afraid ( ) we made a big mistake.

2)I’m going to visit Kyoto, Nara, ( ) so on.

3)I’m sorry ( ) you’re sick in bed.

4)Use this computer, ( ) you can’t finish the work by

five o’clock.

5)The water was so cold ( ) we didn’t swim in the lake.

【５】各組の文がほぼ同じ内容を表すように、下の文
の（ ）内に適語を入れ、更にその文を日本語に訳
しなさい。

1)Helen speaks English. She speaks French too.

Helen speaks ( ) English ( ) French.

2)The bird can’t fly. It can’t swim either.

The bird can’t fly ( ) swim.

3)I’m glad to get a letter from him.

I’m glad ( ) I got a letter from him.

4)This book is very difficult, so I can’t read it.

This book is ( ) difficult ( ) I can’t read it.

【６】日本文に合うように（ ）の語句を並べ替えて、
英文を完成しなさい。

1)書店と花屋の間にレストランがあります。
There’s (and / between / a restaurant / the flower shop /

the bookstore).
2)きっとあなたは立派な医者になりますよ。
(a great doctor / become / sure / I’m / you’ll).

3)どうも雨が降りそうです。
(afraid / I’m / it / rain / is going to).

4)彼女はとても忙しかったので、パーティに行けませ
んでした。
She was (busy / could / go / not / she / so / that) to

the party.
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【４】

1)that 私達は大きな間違いをおかしたと思います。
（be afraid that～は望ましくないことを思うときの
「思う」で、thatはしばしば省略されます。）
2)and 私は京都や奈良などを訪れるつもりです。
（and so on「～など」）
3)that あなたが病気で寝ていることを気の毒に思い
ます。（be sorry that～で「～であることを気の毒に
思う」）

4)or このコンピュータを使いなさい。さもないと、
あなたは５時までにその仕事を終えられないでしょ
う。

5)that 水がとても冷たいので、私達はその湖で泳げ
なかった。

【５】

1)both / and ヘレンは英語とフランス語の両方を話
します。

2)or その鳥は飛ぶことも泳ぐことも出来ません。
（not～ or～で「～も～も～でない」）
3)that 私は彼から手紙をもらって嬉しい。（be glad

that～で「～で嬉しい」）
4)so / that この本はとても難しいので、私はそれを
読むことが出来ない。

【６】

1)a restaurant between the bookstore and the flower shop

2)I’m sure you’ll become a great doctor.

3)I’m afraid it is going to rain.

4)so busy that she could not go


