
接続詞のwhenとthat （１） No.1

【１】接続詞とは何ですか。

【２】接続詞の はどう訳しますか。when

【３】接続詞の はどう訳しますか。that

【４】接続詞の と に気をつけて、次の各文を日本when that

語に訳しなさい。

1 , my brother was watching TV.)When I came home

2 Do you know ?) that her father is a teacher

3 Please visit my home .) when you come to Tokyo

4 I don't want to tell her .) that I bought a new doll

5 What do you do ?) when you are free

) （ ：壊6 Our teacher said . break-brokethat Hiroshi broke his arm

す、折る）

7 What were you doing ?) when I visited you yesterday

) （ ： 正直な」 は8 I don't think . honest hthat he is an honest boy 「

発音せずに「オネスト」と読む ）。

9 How did you feel ?) when you lost your new bike

10 We know .) that we must study very hard

【５】日本語を参考にして、次の英文を完成しなさい。

)あなたは彼が医者だと（いうことを）知っていますか。1

Do you know ?

)私は私の母がいないときは自分で夕食を作る。2

( 自I cook dinner myself . myself「

分で」)

)彼の兄は彼の父が新しい車を買ったことを知らなかった。3

His brother didn't know .

)私の母が病気の時、私は彼女の世話をした。4

, I took care of her. take care of（

～「～の世話をする ）」

)私は若い頃、野球が大好きだった。5

, I liked baseball very much.
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（ ）【 】 「 」１ トムとジェリー の のようにTom Jerry andand 語 句

I am busy today, I was freeと語（句）をつないだり、 but

yesterday. but「僕は今日は忙しいが、昨日は暇だった 」の。

文と文（正確には文の形をしていて、文の一部にのように

をなっているものは節と言う ）をつなぐ働きをするもの。

接続詞という。

【２】 ～は「～の時、～すると」と訳す。when

（例） 「私の母が忙When my mother is busy, I always help her.

しい 、私はいつも彼女を手伝う （ ～が文頭にとき 。」 When

, whenつくと 例のようにコンマ がつくことに注意 但し、 「 」 。 、

～が後ろに来たときはいらない ）。

【３】 ～は「～ということ」と訳す。that

（例） 「彼がとても忙しいというI know .that he is very busy

を私は知っている 」こと 。

【４】

)私が家に帰った 、私の兄はテレビを見ていた。1 とき

)あなたは彼女の父が先生だ を知っていますか。2 ということ

)あなたが東京に来た には、どうぞ私の家を訪問してく3 とき

ださい。

)私は彼女に私が新しい人形を買った を教えたくない。4 こと

)あなたは暇な 何をしますか。5 とき

と（いうことを）6)私たちの先生は浩志が自分の腕を折った

言いました。

)私が昨日あなたを訪れた 、あなたは何をしていました7 とき

か。

)私は彼が正直な少年だ は思わない。8 と（いうこと）

)あなたはあなたの新しい自転車を失った 、どう感じま9 とき

したか。

)私たちは私たちがとても一生懸命勉強しなければならない10

を知っている。こと

【５】

1 that he is a doctor)

2 when my mother is out)

3 that his father bought a new car)

) （または ）4 When my mother was sick ill

5 When I was young)
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)私たちは彼が私たちを助けてくれたことを忘れてはならな6

い。

We must not forget .

)彼は私たちが去年の夏ニューヨークに行ったことを知って7

いる。

He knows .

)私が東京に行ったとき、私はあなたのお母さんに会いまし8

た。

, I saw your mother.

)彼女は私たちが良い友達だということを知りません。9

She doesn't know .

)あなたは浩志と私が兄弟だということを知っていますか。10

Do you know ?

【６】英語にしなさい。

)名古屋に行ったとき、私は小さな人形を買いました。1

)私たちはあなたが病気だったとは知りませんでした。2

、 。3)松阪にいらっしゃったら どうぞ私の家を訪れてください

)あなたはあなたの腕時計を失ったとき、何をしましたか。4

)私の兄は彼女の母が作家だということを知っています。5

接続詞のwhenとthat （１） No.2

6 that he helped us)

7 that we went to New York last summer)

8 When I went to Tokyo)

9 that we are good friends)

10 that Hiroshi and I are brothers)

【６】

1 When I went to Nagoya, I bought a small doll. I) または

bought a small doll when I went to Nagoya.

2 We didn't know that you were sick.)

3 Please visit my home when you come to Matsusaka.)

4 What did you do when you lost your watch? When you) または

lost your watch, what did you do?

5 My brother knows that her mother is a writer.)


