
命令文＋and、その他 （１） No.1

【１ 「命令文＋ ～」の形の文はどう訳しますか。】 and

【２ 「命令文＋ ～」の形の文はどう訳しますか。】 or

【３】下線部に気をつけて、次の英文を日本語にしなさい。

1 you will succeed.)Work hard, and

2 you won't succeed.)Work hard, or

3 Mom will give you some orange)Do your homework now, and

juice.

4 you will be late for the bus.)Get up early, or

5 I will give you some money.)Wash the car, and

6 you won't be able to read English)Study English every day, or

books.

【４】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 Come here help me, please.) and

2 I was tired, I cleaned the room.) but

3 Is he from Canada from America?) or

4 I called Makoto, he was out.)When

5 Sam didn't join the party he was sick.) because

6 you come here, your mother will be happy.)If

7 I think your idea is good.) that

8 it rains tomorrow, we won't go on a picnic.)If

9 he I like playing tennis.)Both and

10 I got home, it began to rain.)As soon as

【５】次の文の( )に のいずれかを入れ、日本語and, but, or

に直しなさい。

1 Excuse me, will you tell me the way to the station?) ( )

2 Take a taxi, you'll catch the 7:00 train.) ( )

3 Do you like coffee not?) ( )

4 He is old, his body is strong enough.) ( )

5 Hurry up, you'll be late for school.) ( )

【６】次の文の( )に のいずれwhen, before, because, if, that

かを入れ、日本語に直しなさい （但し、同じ語を２回使。

わないこと ）。

1 I believe he will come to the party.) ( )

2 Let's go swimming in the sea it is hot tomorrow.) ( )
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【１ 「―しなさい、そうすれば～」】

【２ 「―しなさい、さもないと～」】

【３】

、 。1)一生懸命働きなさい そうすればあなたは成功するだろう

)一生懸命働きなさい、さもないとあなたは成功しないだろ2

う。

)今（あなたの）宿題をしなさい、そうすれば母さんがあな3

たにオレンジジュースをくれるだろう。

)早く起きなさい、さもないとあなたはバスに遅れるでしょ4

う。

)その車を洗いなさい、そうすれば私はあなたに幾らかお金5

をあげます。

)毎日英語を勉強しなさい、さもないとあなたは英語の本を6

読むことが出来るようにならないでしょう。

【４】

)どうぞここに来て（そして）私を手伝ってください。1

)私は疲れていましたが、部屋を掃除しました。2

)彼はカナダ出身ですか、それともアメリカ出身ですか。3

)私が誠に電話をしたとき、彼は外出していた。4

)サムは病気だったので、パーティに参加しなかった。5

)もし、あなたがここに来たら、あなたのお母さんは嬉しい6

だろう。

)私はあなたの考えは素晴らしいと思う。7

)もし、明日雨が降ったら、私たちはピクニックに行かない8

だろう （注： もし～なら」の部分は未来の意味でも現在。 「

形で書くというのが英語のルールです ）。

)彼と私は両方ともテニスをする事が好きだ。9

)私が家に着くとすぐ、雨が降り始めた。10

【５】

) 済みませんが、駅への道を私に教えてくれませんか。1 but /

（ ～「～への道 、 ～？「～してくれませthe way to Will you」

んか ）」

) タクシーに乗りなさい、そうすればあなたは７時の列2 and /

take a taxi catch車に間に合うでしょう タクシーに乗る。（ 「 」、

「間に合う ）」

、 。3 or /) あなたはコーヒーが好きですか それとも嫌いですか

) 彼は年をとっているが、彼の体は十分に丈夫だ。4 but /

) 急ぎなさい、さもないとあなたは学校に遅れるでしょ5 or /

う （ 「急ぐ ）。 」hurry up

【６】

) 私は彼がパーティーにくると（くることを）信じてい1 that /

る。

2 if / go ing) もし、明日暑かったら、海に泳ぎに行こう （ ～。

「～しに行く ）」
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3 my father died, I was only five years old.)( )

4 My mother got angry with me I didn't clean my room then.) ( )

5 Mr. Smith usually takes a bath he goes to bed.) ( )

【７】次の日本語に意味を表すように、( )内の語（句）を

並べ替えなさい。

（ ） 。1)彼は英語もフランス語も 両方とも 話すことが出来ます

He French, English, and, speak, both, can .( )

)彼は英語だけでなくフランス語も話すことが出来ます。2

He French, English, but, speak, also, can, only, not .( )

)彼は帰宅するとすぐに夕食を食べました。3

He soon, had, home, dinner, came, as, as, he .( )
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) 私の父が死んだとき、私はたった５才でした。3 When /

) そのとき私が私の部屋を掃除しなかったので、私4 because /

の母は私に腹を立てた （ ～「～に腹を立て。 get angry with

る ）」

) スミス氏は寝る前に大抵風呂に入る。5 before /

【７】

1 can speak both English and French)

2 can speak not only English but also French not only but also) （ ―

～「―だけでなく～も ）」

3 had dinner as soon as he came home)


