
接続詞（１）No.1

【問１】接続詞とは何ですか。

【問２】各文の接続詞に注意して、全文を日本語に直しな

さい。

1 It began to rain I got home.) when

2 It began to rain I got home.) before

3 It is five years I lived here.) since

4 he saw me, he ran away.)As soon as

5 you go, he will be very glad.)If

6 he is small, he is very strong.)Though

7 He is small, he is very strong.) but

8 I'll watch TV I finish my homework.) after

9 Let's go outside it is fine.) because

10 He is very old, he can't see well.) so

11 Start at once, you'll catch the bus.) and

12 Start at once, you'll miss the bus.) or

13 Be quiet, the baby will wake up.) or

14 Tom did go out, stayed at home.) n't but

15 She can sing dance.) both and

16 He is young brave.) both and

17 you I must go there.)Either or
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【問１】接続詞とは、単語と単語、文と文などをつなぐ言葉

のことを指して言います。（但し、文と文がつながれて１

つになったとき、それぞれの文を節と呼びます。）

【問２】

)私が家に着いた 、雨が降り始めた。（ ～：「～1 whenとき

とき、～すると」、 ：「～に着く」、 ：「家にget to get home

着く、家に帰る」）

)私が家に着く 、雨が降り始めた。（ ～：「～す2 before前に

る前に」、 ：「家に着く」）get home

)私がここに住んで 、５年になる。（ ～：「～以3 since以来

来」）

)彼は私を見る 逃げた。（ ～：「～する4 as soon asとすぐに

とすぐ」）

) 、あなたが行くなら、彼はとても喜ぶだろう。（ ～：5 ifもし

「もし～なら」）

)彼は小さい 、とても強い。（ ～：「～だけ6 thoughけれども

れども」）

)彼は小さい。 、彼はとても強い。（ ：「しかし、～7 butしかし

が」）

8 after)私は宿題を終えた 、テレビを見るつもりです。（後で

～：「～後で」）

)晴れ 、外へ行きましょう。（ ～：「～なの9 becauseなので

で」）

)彼はとても年老いている。 、彼は余りよく（目が）10 だから

見えない。（ ：「だから」）so

)すぐに出発しなさい。そうすれば、あなたはバスに間に11

「命令文＋ 」で「～しなさい。そうす合うでしょう。（ and

の意味。）れば」

)すぐに出発しなさい。さもないと、あなたはバスに乗り12

「命令文＋ 」で「～しなさい。さもな遅れるでしょう。（ or

の意味。）いと」

)静かにしなさい。さもないと、赤ちゃんが目を覚ますで13

しょう。

～ ・・・：「～で14)トムは外出せずに、家にいた。（ not but

）なく・・・」

)彼女は歌 ダンス が出来る。15 と の両方

（ ）both and～ ・・・： 「～と・・・の両方」

)彼は若いうえに勇敢だ。16

（ ）both and～ ・・・：「～であるうえに・・・だ」

)あなた 私 が、そこへ行かなければならな17 か のどちらか

い。（ ）either or～ ～：「～か～のどちらか」
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18 He must be busy ill.) either or

19 I will try hard I .) as as can

20 He spoke clearly he .) as as could

21 Finish the homework soon you .) as as can

22 I know he is a very clever boy.) ( )that

23 I think she can answer the question.) ( )that

24 I hope you'll get well soon.) ( )that

25 I believe he'll succeed.) ( )that

26 I hear she is ill.) ( )that

27 We found the work was easy.) ( )that

28 I'm afraid it'll rain tomorrow.) ( )that

29 I'm very glad you have succeeded.) ( )that

30 We are sorry you are sick.) ( )that
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)彼は忙しい 、病気 に違いない。（助動詞18 か のどちらか

：「～しなければならない、～違いない」）must

)私は 一生懸命やってみるつもりだ。19 出来るだけ

（ ）as as can～ ＋人＋ ：「出来るだけ～」

)彼は 、はっきりと話した。（ ：「はっき20 clearly出来るだけ

り」）

) すぐ、その宿題を終えなさい。（ ：「す21 soon出来るだけ

ぐに、まもなく」）

だと ～：22)私は彼がとても賢い少年 知っている。（ that

、 ：「賢い」）「～だということを、～だと」 clever

)私は彼女がその質問に答えることが出来る 思う。23 と

)私は、あなたがすぐに良くなる 願っています。24 ことを

（ ：「良くなる」）get well

)私は彼が成功する 信じている。（ ：「成功す25 succeedと

る」）

)私は彼女が病気だ 聞いている。→彼女は病気だそう26 と

だ。（ ）I hear that～：「～だそうだ」

)私たちは、その仕事が簡単だ 分かった。（ ：「見27 findと

つける、分かる」）

)私は明日雨が降る 思う。（ ：「（人が28 と ～be afraid that

病気だとか、雨が降るとか、余り望ましくないことについ

て） ）～と思う

)あなたが成功 、私はとても嬉しい。（ には、29 して ～that

。）「～して、～なので」の意味もある

)あなたが病気 、私たちは残念です。／あなたが30 なので

病気である 、私たちは気の毒に思います。ことを

（ ：「残念だ、気の毒に思う」）be sorry


