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12 接続詞 
カ ッ コ 内に 適切な単語を 入れなさ い 。  

(1) たくさんの舟がその川に沈んだので、人々は大仏を作りました。 
People made a great Buddha (   ) many boats sank in the river. 
 

(2) 僧侶が道でその男に会ったとき、彼は泣いていました。 
The man was crying (   ) the priest met him. 
 

(3) もし、私が新しいコンピュータを手に入れたら、私はインターネットをするつもりです。 
I will surf the internet (  ) I get a new computer. 
 

日本語に 訳し なさ い 。  
(1) My sister was in her room when I got up. 

 
 

(2) I will give you this lizard if you like it. 
 
 

(3) I stayed home because it was rainy. 
 
 

(4) I think Tom likes music. 
 
 

日本語を 英語に し なさ い 。  
(1) 私がこの本を読んだとき、私は悲しかった。 

 
 

(2) もしあなたが 2 つ目の信号を右に曲がれば、あなたの左手に駅が見えるでしょう。 
 
 

(3) その山はとてもきれいだったので、私はたくさんの写真を撮りました。 
 
 

(4) 私はケンが新しい自転車を買ったことを知っている。 
 
 

(5) 私は京都を訪れたときに、おばあちゃんのところに滞在しました。 
 
 

(6) 私はケンがこの窓を壊したのではないと思う。 
 
 

(7) もし、あなたがこれらのクッキーをほしいなら、私はそれらをあなたにあげるつもりです。 
 
 

(8) 私のホストマザーは食べ物をたくさん出しすぎるので、私はそれを食べることが出来ません。 
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カ ッ コ 内の 単語を 並べ 替え て 意味の 通る 英語に し なさ い 。 ま た 、 そ れを 日本語に 訳し なさ い 。  
(1) (home was we watching when my brother got TV). 

 
 

(2) (you play if are let’s free tennis). 
 
 

(3) (was bed to early because went I I tired). 
 
 

空欄に 適切な語句を 書き なさ い 。  
(1) I made dinner                                                                    .  

母が病気で寝ていたときに、私が夕食を作りました。 
 

(2)                       a computer, I will use it                                     e-mail. 
もし、私がコンピュータを手に入れたら、私は電子メールを交換するためにそれを使うつもりです。 
 

(3) We use English         a common language            many ethnic groups live in this country. 
この国にはたくさんの民族の集団が住んでいるので、私たちは共通の言語として英語を使う。 
 

(4) I will buy medicine for my wife                                   . 
もし、私がお金を手に入れたら、妻のために薬を買うつもりだ。 
 

(5) The lizard                         when the priest put it on the ground. 
僧侶がトカゲを地面に置いたとき、そのトカゲは逃げていきました。 
 

(6) I                                          money. 
彼らがお金をまったく持っていなかったので、私は驚いた。 
 

(7)                    the priest, you must give this back to him. 
もしあなたが僧侶を見つけたら、これを彼に返さなくてはならない。 
 

(8) I know                       a simple life. 
私は彼らが質素な生活をしていることを知っています。 
 

(9) You have to speak perfect English                   Tom. 
もし、あなたがトムのところに滞在したら、あなたは完璧な英語を話さなくてはならない。 
 

(10) I                        communication is important. 
コミュニケーションは重要だと思います。 
 

(11) I’m sad                                            . 
彼らが私をどこへも連れて行かないので私は悲しい。 
 

(12)                                        , I’ll show you. 
もしあなたがやり方を知らないなら、私が教えてあげましょう。 
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13  答 
 

(1) because 
(2) when 
(3) if 

 
(1) 私が起きたとき妹は自分の部屋にいました。 
(2) もしあなたが気に入れば、私はこのトカゲをあなたにあげましょう。 
(3) 雨だったので私は家にとどまった。 
(4) 私はトムが音楽を好きだと思います。  

 
(1) I was sad when I read this book. 

(When I read this book, I was sad.) 
(2) You’ll see the station on your left if you turn right at the second traffic light. 

(If you turn right at the second traffic light, you’ll see the station on your left.) 
(3) I took a lot of pictures because the mountain was very beautiful. 

(Because the mountain was very beautiful, I took a lot of pictures.) 
(4) I know (that) Ken bought a new bike. 
(5) I stayed with my grandmother when I visited Kyoto. 

(When I visited Kyoto, I stayed with my grandmother.) 
(6) I don’t think (that) Ken broke this window. 
(7) I’ll give you these cookies if you want them. 

(If you want these cookies, I’ll give them to you.) 
(8) I can’t eat it because my host mother gives me too much food. 

(Because my host mother gives me too much food, I can’t eat it.) 
 

(1) My brother was watching TV when we got home. 
私たちが家に着いたとき、弟はテレビを見ているところでした。 

(2) Let’s play tennis if you are free. 
もし、あなたがひまならテニスをしましょう。 

(3) I went to bed early because I was tired. 
わたしは疲れたので早く寝ました。 

 
(1) I made dinner when my mother was sick in bed.  
(2) If I get a computer, I will use it to exchange e-mail.。 
(3) We use English as a common language because many ethnic groups live in this country.  
(4) I will buy medicine for my wife if I get money. 
(5) The lizard ran away when the priest put it on the ground. 
(6) I was surprised because they had no money. 
(7) If you find the priest, you must give this back to him. 
(8) I know (that) they live a simple life. 
(9) You have to speak perfect English if you stay with Tom. 
(10) I think ( that ) communication is important. 
(11) I’m sad because they don’t take me anywhere. 
(12) If you don’t know how, I’ll show you.  

 
 


