
接続詞のif, because、その他 （１） No.1

【１】下線部の接続詞に気をつけて、全文を日本語にしなさ

い。

1)If you need help, please call me.

2)I didn't swim because I had a cold.

3)Please come here as soon as you finish your work.

4)Both you and I must go to the park.

5)When I called Hiroshi, he was out.

6)Do you think that he is a kind person?

【２】日本語に合うように英文を完成しなさい。

1)もし、（あなたが）忙しいなら、あなたはそれをしなくて

も良い。

, you don't have to do it.

2)彼女は留守なので、あなたは彼女に会えません。

You can't meet her .

3)私は家に帰るとすぐ風呂に入った。

I took a bath .

4)彼は英語とフランス語の両方を話せる。

He can speak .

5)昨日、公園へ行ったとき、私はそこでナンシーに会った。

, I saw Nancy there.

6)あなたはその答えが正しいと思いますか。

Do you think ?

7)もし、彼女がここに来たら、彼女にこれをあげて下さい。

, please give this to her.

8)昨日は暇だったので、私は何冊か本を読みました。

, I read some books.

9)家に帰ったらすぐ、宿題をしなさい。

Do your homework .

10)淳子と健二は２人とも私の友達です。

are my friends.

11)彼がここに来たとき、僕に本を一冊くれた。

He gave me a book .

12)私たちは彼が医者だということを知っていた。

We knew .

【３】英語に直しなさい。

1)もし、あなたがアメリカに行きたいなら、あなたは一生懸

命英語を勉強しなければならない。

2)彼はとても親切なので私は彼が大好きだ。

3)夕食を食べたらすぐ、彼はテレビを見た。

接続詞のif, because、その他 （１） No.1

【１】

1)もし、（あなたが）助けが必要なら、どうぞ私に電話して

ください。（if ～「もし～ならば」）

2)僕は風邪を引いていたので泳がなかった。（because ～「～

なので」）

3)仕事を終えたらすぐ、どうぞここへ来てください。（as soon

as ～「～したらすぐ」）

4)あなたと私の両方が公園に行かなければならない。（both

～ and ―「～と―の両方」）

5)私が浩志に電話をしたとき、彼は留守だった。（when ～「～

のとき」）

6)あなたは彼が親切な人だと思いますか。（that ～「～だとい

うこと」）

【２】

1)If you are busy

2)because she is out

3)as soon as I came home

4)both English and French

5)When I went to the park yesterday

6)that the answer is right

7)If she comes here

8)Because I was free yesterday

9)as soon as you come home

10)Both Junko and Kenji

11)when he came here

12)that he was a doctor

【３】

1)If you want to go to America, you must study English hard.

（You must study English hard if you want to go to America.）

2)I like him very much because he is very kind.

3)He watched TV as soon as he ate dinner.



接続詞のif, because、その他 （１） No.2

4)もし、あなたが科学者になりたいのだったら、あなたは数

学と理科の両方を学ぶ必要がある。

5)あなたは暇なとき、何をしますか。

6)私たちは地球が丸いということを知っている。

7)もし、（あなたが）このペンが欲しいのなら、あなたにそ

れをあげます。

8)ジョンとケイトは２人とも大学生です。

接続詞のif, because、その他 （１） No.2

4)If you want to be a scientist, you need to study both math and

science.（You need to study both math and science if you want

to be a scientist.）（be には「～になる」という意味がある。）

5)What do you do when you are free?（When you are free, what

do you do?）

6)We know that the earth is round.（round「丸い」）

7)If you want this pen, I will give it to you.（I will give this pen

to you if you want it. ）

8)Both John and Kate are college students.


