
5章 接続詞(that,when,I,because)

●接続詞that「～ということを」

Ithnk Tom L busy  私は思う。 トムは忙しい。

この2つの文を1つにして「私はトムは忙しいと思う。」にすると、

I think that Tom is busyと表します。

「～ということをJ

このように I thlnkと Tomた busyの 2つの文をつなぐ13「きをする
語を 接続詞 といいます。

Ithnk that～  「私は～だと思う」
l know that～  「私は～だということを知っている」
I hope that～  「私は～であればいいと思う」

接続詞thaJま 、省略することができます。
「私は彼女がカナダ出身だということを知つています。」

I know that she is from Canada.
l know   she is from Canada

英251(2)

1次の 日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。

(1)私は彼女が料理が得意だということを知っています。

( that/is/know/good/1/at/she)oooking
cooking

(2)私はこの映画はおもしろいと思います。
(is/interesting/think/that/this/1/movie)

(3)彼女が幸せになればいいと思しヽます。
(w‖1/1/she/hope/happy/be)

2接続詞のthat(省略できるもの)は どれですか。2つ選びなさい。

ア I‖ ke that ta‖ bu‖ ding

イ I know that she is kind

ウ I know that woman t ttnd

工 She says that he loves you
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●接続詞that「 ～ということを」

Ithhk Tomに busy  私は思う。 トムは忙しい。

この2つの文を1つにして「私はトムは忙しいと思う。Jにすると、

I think thar TOm is busyと表します。
「～ということを1

このように Ithnkと Tom b busyの 2つの文をつなぐ働きをする
語を 接続詞 といいます。

Ithhk that～  「私は～だと思う」
l know that～  「私は～だということを知っている」
I hope that～  「私は～であればいいと思う」

接続詞thatは、省略することができます.

「私は彼女がカナダ出身だということを知っています。」
I know that she is'om Canada_
I know   she is from Canada

莫251(2)

1次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私は彼女が料理が得意だということを知っています。

( that/:s/know/good/1/at/she)cooking

L 1.,.,,, 。ι計 cooking.

(2)私はこの映画はおもしろいと思います。
(is/interesting/think/that/this/1/movie)

1 +kト 十ヽ 十k,∫

(3)彼女が幸せl_なればいいと思い
(w‖1/1/she/hope/happy

2接続詞のthat(省略できるもの)は

ア I like that tall bu‖ ding

イ l know that she is kind

ウ I know that wOman is kind

工 She says that he loves you

どれですか。2つ選びなさい。
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●接続詞when「～のとき、～したとき」       英25■ (3)

When l came home,my sister was watching TV
～のとき

My sister was watching TV when i came home

私が帰宅したとき、私の妹はテレビを見ていました。

※疑問詞のwhenの場合は
When was he at home?い つ彼は家にいましたか。

のように疑問文の語順になつています。

Aのとき、Bである。
When A, B.
B when A.

→whenの文が前半の場合はコンマをつける。

英251(4)

3日本語にしなさい。
(1)When l got up this morning,it was raining

(2)He lived in London when he was young

(3)When l was a ch‖d.I didn't hke dogs

4次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私が家に帰つたとき、母は夕食を料理していました。

(my mother/1 /was/home/when/cooking/came/.)dinner

dinner

(2)私はひまなとき、音楽を聞きます。

(to/1/1/when/am/“sten/music)free

free



●接続詞when「～のとき、～したとき」 英251(3)

7V「 cI,Icame home,my sister was watching TV
●■11

My sister was watching TV when l came home

私が帰宅したとき、私の妹はテレビを見ていました。

※疑問詞のwhenの場合は
When was he at hOme?い つ彼は家にいましたか。

のように疑問文の語順になつています。

enの文が前半の場合はコンマをつける。

英251(4)

3日本語にしなさい。
(1)When i got up this morning,■ was raining

″ィηィa″ んzFと を′角,レフトハ
「

。
(2)He lived in LondOn when he was yOung

4′ φヽ〆、1' ,クトン1シ fiんな、ヽワlF‐

(3)Whenl was a ch‖ d,I didn't‖ ke dOgs

タム、チうヽ もヽ̂レ Z′ てヽ少くレ多て1′ 〃′`フ
「

、

4次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私が家に帰つたとき、母は夕食を料理していました。

(my mother/1 /was/home/when/cooking/came/.)dinner

(2)私はひまなとき、音楽を聞きます。
(to/1/1/when/am/「sten/music)free

|ハ」ヽch  l
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●接続詞r「もし～ならば」

If vou are free,please help me
もし～ならば

Please help me if vou are free

もし ならば、私を手伝つてください。

If it is ine tomorrow,I wi‖ go輌 shing

※f節では未来のことでも現在形を使う。
もし明日晴れたら、私はつりに行くつもりです。

5次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)もしスポーツが好きなら、テニスをしましょう。

Let's(if/‖ ke/sports/tennis/you/play)
Leぜ s

(2)もし母が忙しいならば、私は彼女を手伝います。
(is/help/1/w‖ 1/my mOther/her/if/busy/,)

●接続詞because「 ～なので」 英251(6)

l didn't go to school because l was sick

私は病気だつたので、学校へ行きませんでした。

またbecauseは Why～ ?(なぜ～ですか)の問いに答えるときに
「なぜならば～だから」という使い方もします。

Why do you love me?
Because you are very kind

6次の日本文に合う英文になるように、(

(1)私は疲れていたので、早く寝ました。
)の語句を並べかえなさい。

I went to bed early ( was / I / because ,/ tired ).

I went to bed earlv

(2)なぜあなたは英語を勉強するのですか。一―英語が好きだからです。
VVhy do you study Enghsh?― ――(Eng‖sh/‖ke/1/because)

英251(5)

ら|ぎ 、B。

If A;B
B if A.

251終 了



●接続詞rFもし～ならば」 英251(5)

11 vOu are free,please help me
'1 

｀ ||,■ ●

Please help me if vou are free

l手伝つてください。

lf it is■ne tomorrow,Iw‖ l go■shing
※F節で1ま未来のことでも現在形を使う。

もし明日晴れたら、私はつりに行くつもりです。

5次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)もしスポーツが好きなら、テニスをしましょう。

Let's〈 if/‖ ke/sports/tennis/you/play)

います。
(is/help/1/wi‖ /my mother/ her/if/busy/,)

上 wi

●接続詞because「 ～なので」 事き2-5-1(6)

I didn't go to school b● cause l was sick
私は病気だつたので、学校へ行きませんでした。

またbecauseは why～ ?(なぜ～ですか)の問いに答えるときに
「1,せ ならば～だから」という使い方もします。

Why do you love me?
Because you are very kind

6次の日本文に合う英文になるように、( )の語句を並べかえなさい。
(1)私は疲れていたので、早く寝ました。

I went to bed ea‖ y(was/1/because/tired)

I went to bed ea‖ v ♭にたЧ′ぞ ■Wa`イトこゴ

(2)なぜあなたは英語を勉強するのですか。一 英語が好きだからです。
Why do you study English?― ――(Eng‖ sh/‖ ke/1/because)

一- 3`c久 ′ヽぇ LI,L々_し撃,,生_
251終 了

くヽh′

(2)もし



補充問題 英251補(1)

1次の( )内 に that,when,f,becauseのいずれかを入れて
意味の通る正しい英文にしなさい。

(1)She wasn't at home(     )i visited her

(2)l know(    )you are kind

(3)We w‖ go to the park(    )t is ine tomorrow

(4)rm very tred(    ):worked hard

(5)l must make dinner(   )my mother is sick

(6)Please ca‖ me(    )you have■ me

2英文に直しなさい。
〈1)彼は10歳のときに日本に来ました。

(2)あなたは彼が先生だということを知っていますか。

英251補 (2)

●命令文との書き換え
Come home early,and you can meet your uncle

早く帰宅しなさい、そうすればおじさんに会えますよ。
Hurry up,or you can't catch the train

急ぎなさい、さもないと電車に乗れませんよ。

3各組の文がほぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)I I]itiiFr#:‖
lelTher,shi:|!lillillilpy

②
l]m偽葛

「
乳1ほt pu酬詭ht



英251補 (1)

1次の( )内に that,when,f,becauseのいずれかを入れて
意味の通る正しい英文にしなさい。

(1)She wasnt at hOme(″ kι n )I visted her

(2)l knOw(十 k計 )yOu are ttnd

(3)We wi‖ go to the park( if )t is ine tOmorrow

(4):'m very tred('tc.“″)I worked hard

(5)I must make dinner(bにαげ′)my motheris sick

(6)Please ca‖ me( lf )yOu have time

2英文に直しなさい。
(1)彼は10歳のときに日本に来ました。
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(2) あなたは彼が先生だということを知っていますか。

英251補(2)

●命令文との書き換え
Come home early,and you can meet your uncie

早く帰宅しなさい、そうすればおじさんに会えますよ。
Hurry up,or you can't catch the train

急ぎなさい、さもないと電車に乗れませんよ。

3各組の文力ヽまぼ同じ内容になるように、( 】こ適する語を書きなさい。

(1)I I]ittiF,Itteliり
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