
 

 

 

 接続詞 thatのまとめ  
 
 

基本英文    I think that English is important.               私は英語は大切だと思います。 
 
 

 基本問題  

１  接続詞 that  

① 次の日本語の意味を表すように，    に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１） 私は英語はむずかしいと思います。             I   think     that   English is difficult. 

（２） 私は彼が来ることができればいいなと思います。   I   hope     that   he can come. 

 

② 次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１） I know that he likes music.             私は彼は音楽が好きだということを知っています。 

（２） I think that this book is interesting.       私はこの本はおもしろいと思います。 

（３） 私は野球は楽しいと思います。                I think that baseball is fun. 

 

③ 次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） I think.   Soccer is an exciting sport.    （ thatを使って１つの文に ）     

   
I think that soccer is an exciting sport. 

   

（２） She cooks well.     （ 「私は～ということを知っている」という意味の文に ）      

   
I know that she cooks well. 

 

２  接続詞 thatの疑問文  

次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） Do you know that she is in America ?    

    
あなたは彼女がアメリカにいるということを知っていますか。 

  

（２） あなたは彼は明日来ると思いますか。   

    
Do you think that he will come tomorrow ? 

 

３  接続詞 thatの省略  

① 次の文を接続詞 that を加えた文に書きかえなさい。 

 I think he is very kind. I think that he is very kind. 
 

② 次の日本語を that を使わずに英語で書きなさい。 

 私は数学はおもしろいと思います。 I think math is interesting. 

 



 

 

 

接続詞 that ・発展問題   ☆☆☆ 

 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１） Math is interesting.   Do you think so ?      （ thatを使って１文に ） 

     
Do you think that math is interesting ? 

   
（２）  Bill’s father is a teacher.   Do you know ?     （ thatを使って１文に ） 

     
Do you know that Bill’s father is a teacher ? 

   
（３）  My father thinks science is important.       （ 接続詞 that を加えて ） 

     
My father thinks that science is important.  

   
（４）  You speak Japanese.        （ 「彼は～ということを知っていますか」という意味の文に ） 

     
Does he know that you speak Japanese ? 

 

 

問題２  次の文を日本語にしなさい。 

 Many people think she is a good soccer player. 

    
多くの人々が彼女は上手なサッカー選手だと思います。 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１）  私は理科はおもしろい教科だと思います。 

     I think that science is an interesting subject. 
  
（２） 私は野球はわくわくさせるスポーツだと思います。 

    I think that baseball is an exciting sport. 
  
（３） あなたは彼女が来月日本に来るということを知っていますか。 

     Do you know that she will come to Japan next month ? 
  
（４）  明日晴れればいいなと思います。 

     I hope that it will be sunny tomorrow. 
  
（５）  これはあなたへのプレゼントです。 気に入ってもらえるといいな。 

     This is a present for you.   I hope you like it. 
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