
接続詞の基礎（２）No.1

【１】次の日本語に合うように、（ ）内の語句を並
べ替えて英文を完成しなさい。

1)私達は英語と日本語の両方を勉強しなければならな
い。

We must study (both / and / English / Japanese).
2)マイクはピアノとギターの両方を弾くことが出来ま
す。

Mike can play (the piano / the guitar / both / and).
3)あなたと私は２人とも間違っていました。
(and / both / I / you) were wrong.

4)父と母は２人ともゴルフが好きです。
(golf / my father / mother / and / both / like).
【２】次の or の使い方に気をつけて、各文を日本語
に訳しなさい。

1)I don’t have a dog or a cat.

2)She can’t drive cars or ride bikes.

3)Get up before 7 o’clock, or you will be late.

【３】〔 〕内の英文を参考にして、次の日本文を英
文に直すとき、（ ）に適語を入れなさい。

1)残念ながら明日は雨のようです。〔It will be rainy
tomorrow.〕
I’m ( ) ( ) will ( ) rainy tomorrow.

2)どうやら番号をお間違えのようですよ。〔You have a
wrong number.〕
I’m ( ) ( ) ( ) a wrong number.

3)その店はあまり人気がないのではないかと思いま
す。
〔The shop isn’t very popular.〕
I’m ( ) ( ) the shop ( ) very popular.

【４】例を参考にして、次の２文を１文に書き換え、
更にその文を日本語にしなさい。
（例）You can meet him. I’m sure about it.（あなた

は彼に会えます。私はそれを確信していま
す。）

→ I’m sure you can meet him.（きっとあなたは
彼に会えると思います。）

1)He will come to the party. I’m sure about it.

2)Your brother will get well soon. I’m sure about it.
（get well「元気になる」）

3)You will pass the exam. I’m sure about it.
（pass「～に合格する」）

4)Our club will win the game. I’m sure about it.
（win「～に勝つ」）

5)She will be a good teacher. I’m sure about it.

6)It will be fine tomorrow. I’m sure about it.

接続詞の基礎（２）No.1

【１】both A and Bで「Aと Bの両方」となることに
注意

1)both English and Japanese

2)both the piano and the guitar

3)Both you and I

4)Both my father and mother like golf.

【２】

1)私は犬も猫も飼っていません。（or「～か、または
～」は否定文で使うと、「～も～も～でない」の意
味となることに注意）

2)彼女は車も運転できなければ、自転車にも乗れない。
（前問同様、orの否定文での使い方に注意）

3)７時前に起きなさい。さもないと、あなたは遅れる
でしょう。（「命令文＋ or」で「～しなさい、さも
ないと」の意味 になることに注意）

【３】あまり好ましくないことや不都合なことを「思
う」と言うのは、be afraid （that）～を使います。

1)afraid it / be （be afraid that～の thatは省略出来ま
す。）

2)afraid you have（この文も afraidの後の thatが省略
されています。）

3)afraid that isn’t（否定文で veryは「あまり～でない」
の意味になるので注意）

【４】

1)I’m sure he will come to the party. きっと彼はパー
ティに来ると（私は）思います。

2)I’m sure your brother will get well soon. きっとあな
たの兄さんはすぐに元気になると（私は）思います。

3)I’m sure you will pass the exam. きっとあなたはそ
の試験に合格すると（私は）思います。

4)I’m sure our club will win the game. きっと私達の
クラブはその試合に勝つと（私は）思います。

5)I’m sure she will be a good teacher. きっと彼女は良
い先生になると（私は）思います。

6)I’m sure it will be fine tomorrow. きっと明日は晴れ
ると（私は）思います。



接続詞の基礎（２）No.2

【５】例にならって各文を so～ that― を使って書き
換え、更にそれを日本語に訳しなさい。
（例）He was very tired. He couldn’t do his homework.
→ He was so tired that he couldn’t do his homework.
彼はとても疲れていたので、宿題が出来なかった。

1)The man was very old He couldn’t run.

2)This box is very heavy. I can’t carry it.

3)Helen is very kind. We like her very much.

【６】日本語の意味に合うように（ ）内に適語を入
れなさい。

1)父はたいていよるの８時から９時の間に帰宅しま
す。

My father usually comes home ( ) eight ( ) nine
o’clock in the evening.

2)その少年はギターとピアノの両方を弾くことが得意
です。

The boy is good at playing ( ) the guitar ( ) the
piano.

3)彼らは英語も日本語も話すことが出来ません。
They can’t speak English ( ) Japanese.

4)手伝えなくてごめんなさい。
I’m ( ) I can’t help you.

5)きっと彼女はあなたに電話をかけると思います。
I’m ( ) she will call you.

6)どうやら彼女は病気だと思います。
I’m ( ) she is sick.

7)私はとても忙しいので、あなたには会えません。
I’m ( ) busy ( ) I can’t meet you.

8)その公園と私達の学校の間には図書館があります。
There is a library ( ) the park ( ) our school.

9)カナダでは英語とフランス語の両方が話されていま
す。
( ) English ( ) French are spoken in Canada.

10)この本を読みなさい。さもないと、彼を理解する
ことは出来ません。
( ) this book, ( ) you can’t understand him.

11)どうやら私達は道に迷ったようですよ。
I’m ( ) we lost our way.〔lose one’s way「道に迷う」〕

12)きっとコンピュータは将来もっと重要になると思
います。

I’m ( ) ( ) computers will be more important in the
future. 〔in the future「将来」〕

13)昨夜はとても暑かったので、私達はよく眠ること
が出来ませんでした。

It was ( ) hot last night ( ) I ( ) sleep well.
14)彼はとてもゆっくり話すので、私達は彼の英語を
理解することが出来ます。

He speaks ( ) slowly ( ) we can understand his
English.
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【５】

1)The man was so old that he couldn’t run. その男の人
はとても年老いていたので走れなかった。

2)This box is so heavy that I can’t carry it. この箱はと
ても重いので、私はそれが運べない。

3)Helen is so kind that we like her very much. ヘレン
はとても親切なので、私達は彼女が大好きです。

【６】

1)between / and

2)both / and

3)or（orが否定文で使われると、「～も～も～でない」
の意味になることに注意）

4)sorry（be sorry that～で「～でごめんなさい」「～を
気の毒に思う」の意味）

5)sure

6)afraid

7)so / that

8)between / and

9)Both / and

10)Read / or（「命令文＋ or」で「～しなさい、さもな
いと」の意味になることに注意）

11)afraid

12)sure that（この thatは普通、省略することも出来ま
す。但し、この文ではカッコで指定されています。）

13)so / that / couldn’t

14)so / that


