
公立高校入試で出題される全ての接続詞 

接続詞のポイント：訳し方のパターン２つを意識する必要がある。 

パターン１ 接続詞だけで訳す、等位接続詞 ＊このパターンは少ない 

A / 等位接続詞 / B   

パターン２ 接続詞とそのの後ろまでを一緒に訳す、従属接続詞 ＊このパターンは中２文法で学習 

A / 従属接続詞 B /  

従属接続詞 B , A 

 

プリントを印刷をしたら、右側（解答）を隠しながら日本語訳がスラスラ言えるようにくり返しましょう！ 

英単語、暗記例文 解答《日本語訳のやり方・プロ解説》 

after 発音：アーフタ  

 

★例文（これが日本語訳できたら長文読解もできる） 

I’ll wash the dishes after the video is over. 

 

前・接 ～のあとに 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I’/ll wash /the dishes /after the video is over. 

主語/動詞のカタマリ/接続詞のカタマリ 

私は/～洗うだろう/皿を/動画が終わった後に 

but バトゥ bət 

 

I like dogs but my sister likes cats. 

接 しかし、でも  

 

I like dogs /but /my sister likes cats. 

文/等位接続詞/文 

私は犬が好き/しかし/私の姉は猫が好き 

although オールザウ ɔːlðóu 

 

My mother likes cats although I like dogs. 

接 ～だけれど 

 

My mother likes cats /although I like dogs. 

文/従属接続詞＋文 

私の母は猫が好き / 私は犬が好きだけれども 

though ゾゥ ðóu 

 

He went out without a coat though it was very cold. 

 

接 ～だけれども 

 

He went out /without a coat /though it was very cold. 

彼は外出した / コートなしで/（天気が）寒いけれども 

＊it は天気・時間の it 特に訳さなくてよい 

however ハウエヴァ hauévər 

 

He agreed with my plan. However, he changed his mind. 

接・副 しかしながら、だが 

 

He /agreed /with my plan. /However, /he changed his mind. 

彼は/同意した/私の計画に/しかし/彼は考えを変えた 

and アンドゥ ənd 

 

I need a pen and a notebook. 

接 ～と…（～そして…） 

 

I need /a pen and a notebook. 

私は必要です/ペンとノートが 

 

  



as アズ 

 

 

 

 

 

 

 

①As I opened the door, the cat came out. 

 

 

 

②As I feel sick, I will not go out today. 

 

 

 

③As you know, we will have tests tomorrow. 

 

 

 

④He is as tall as his father. 

 

 

 

 

⑤He worked very hard as a scientist. 

 

 

前・接・副 

①（接）～するとき ＊when と同じ意味 

②（接）～なので ＊because と同じ意味 

③（接）～するように 

④（接・副）as ～ as …  …と同じくらい～ 

⑤（前）～として 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①As I opened the door/, the cat /came out. 

接続詞のカタマリ/主語/動詞の熟語 

私がドアを開けた時/猫が/出てきた 

＊when と同じ意味 

②As I feel sick,/ I /will not go out /today. 

接続詞のカタマリ/主語/助動詞＋動詞の熟語/副詞 

私は気分が悪いと感じたので/私は/出かけません/今日は 

＊because と同じ意味 

③As you know/, we /will have /tests /tomorrow. 

接続詞のカタマリ/主語/助動詞＋動詞/副詞 

あなたが知っているように/私たちは/持つでしょう/テスト

を/明日 

 

④He /is /as tall as /his father. 

主語/動詞/as の熟語 

彼は/です/同じくらい背が高い/父親と 

 

⑤He /worked /very hard /as a scientist. 

主語/動詞/副詞/前置詞＋名詞 

彼は/働いた/とても一生懸命に/科学者として 

because ビカーズ bikɔ́ːz 

 

I will not go out because I am sick. 

接 （なぜなら）～だから  

 

I /will not go out /because I am sick. 

私は/外出しない予定/なぜなら私が病気だから 

before ビフォァ 

 

 

 

 

①I will finish my homework before dinner. 

 

 

 

②I have never visited that place before. 

 

前・接・副 

①（前・接）（～が～する）前に 

②（副）今まで、以前に 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①I /will finish /my homework /before dinner. 

主語/助動詞＋動詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/終わらせるでしょう/私の宿題を/夕食前に 

 

②I /have never visited /that place /before. 

主語/現在完了＋否定＋過去分詞/目的語/副詞 

私は/一度も行ったことがない/その場所に/以前 

＊before は現在完了の経験のキーワード 



either イーザァ íːðər 

 

 

 

①Either you or he must go. 

 

 

②I couldn’t speak English either. 

接・副 

①（２つのうち）どちらか     

②（否定文で）～も 

 

①Either you or he /must go. ＊主語は単数扱い 

接続詞のカタマリが主語/動詞のカタマリ 

あなたと彼のどちらかが/ 行かなければいけない 

②I /couldn’t speak /English either. 

私は/話すことができない/英語も 

if イフ 

 

If it rains, we’ll play table tennis. 

接 もし（～する）ならば 

 

If it rains, /we’ll play table tennis. 

もし雨なら/私たちは卓球をするでしょう 

once ワンス wʌ́ns 

 

 

 

①Once you start playing games, you can’t stop. 

 

②I have visited London once. 

接・副 

①（接）いったん～したからには 

②（副）１度、１回、かつて 

 

①Once you start playing games, /you can’t stop. 

いったんあなたがゲームを始めると/あなたは止められない 

 

②I have visited London /once. 

私はロンドンへ行ったことがある/１回 

＊once は現在完了の経験用法のキーワード 

or オァ ər 

 

Which do you want, beef or chicken? 

接 または、あるいは 

 

Which do you want, /beef or chicken? 

どちらが欲しいですか/牛肉か鶏肉か 

since スィンス síns 

 

 

①接続詞 since 

I have played the guitar since I was eight. 

 

 

 

②前置詞 since 

I have known him since childhood. 

 

前・接 ～から（ずっと）、～以来（ずっと） 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

①接続詞 since 

I /have played /the guitar /since I was eight. 

主語/現在完了＋過去分詞/目的語/接続詞のカタマリ 

私は/ずっと演奏していた/ギターを/私が８歳から 

 

②前置詞 since 

I /have known /him /since childhood. 

主語/現在完了＋過去分詞/目的語/前置詞＋名詞 

私は/ずっと知っている/彼を/子供時代からずっと 

＊since は現在完了の継続用法のキーワード 

 

  



so ソウ sóu 

 

 

 

 

①I was so sleepy that I went to bed early. 

 

②I think so. 

 

③He wanted to win the game, so he practiced harder. 

 

接・副 

①とても 

②そのように 

③だから、それで 

 

①I was /so sleepy /that I went to bed early. 

私は/とても眠いので/早く寝た 

②I think /so. 

私も思います/そんな風に 

③He wanted to win /the game, /so /he practiced harder. 

彼は勝ちたい/ゲームに/だから/彼は練習した/より一生懸命に 

than ザン  ðǽn 

 

 

I like English better than math. 

前・接 ～よりも 

 

★例文（スラッシュリーディング） 

I /like /English /better than math. 

主語/動詞/目的語/比較級＋than～ 

私は/好きだ/英語が/数学より 

that ザトゥ ðǽt 

 

 

 

 

 

①Who is that boy? 

 

②The book that I read last night was interesting. 

 

 

③I learned that we should do our best. 

★I think that ～、I know that～はよく主題される形 

代・形・接 

①（代・形）それ（あれ）、その（あの）    

②（代）～する（ところの）【前にある名詞を修飾する関係

代名詞】 

③（接）～ということ 

 

①Who is /that boy? 

だれですか/あの少年は 

②The book that I read last night /was interesting. 

私が昨夜読んだその本は/面白かった 

＊関係代名詞 that は重要文法の１つ 

③I learned that /we should do our best. 

私は学んだ/私たちはベストを尽くすべきということを 

 

till ティル til  

 

 

Please wait here till I come back. 

 

前・接 ～までずっと 

＝until と全く同じ 

 

Please wait /here /till I come back. 

please＋動詞の熟語/副詞/接続詞 

待っていてください/ここで/私が戻ってくるまでずっと 

until アンティル əntíl 

 

 

I will not go to bed until I finish this homework. 

 

前・接 ～までずっと 

＝till と全く同じ。 

 

I /will not go /to bed /until I finish this homework. 

私は/行かないでしょう/ベッドへ/この宿題を終わらせるま

でずっと 

 

 



when ホウェン hwən 

 

I feel happy when I am with my friends. 

接・副 いつ、～するとき 

 

I feel happy /when I am with my friends. 

私は幸せを感じる/私が友達と一緒にいるとき 

while ホワイル hwáil 

 

I will sing the song while you are playing the piano. 

接・名 （～する）間に   

 

I will sing the song /while you are playing the piano. 

私は歌を歌うでしょう/あなたがピアノを弾いている間 

 


