
 

 

 

接続詞 when,if,because まとめ 

基本 

１  接続詞 when  

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。 

 彼は学生だったとき，一生懸命勉強しました。 He studied hard   when   he   was   a student. 

 

② 次の英文は日本語に，日本語は英語にしなさい。 

（１）  When I am free, I play baseball.             私はひまなとき，野球をします。 

（２）  It was rainy when I got up.                  私が起きたとき，雨が降っていました。 

（３）  私が帰宅したとき，私の弟は勉強していました。 

   When I came home, my brother was studying.   

（ My brother was studying when I came home. ） 

③ 次の文を「私が忙しかったとき」という意味を加えて書きかえなさい。 

 My friend helped me. When I was busy, my friend helped me. 

（ My friend helped me when I was busy. ） 
２  接続詞 if  

次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） If you can go, please call me. もしあなたが行くことができるなら，私に電話をしてください。 

（２） もし明日晴れたら，私はサッカーをするつもりです。 

   If it is sunny tomorrow, I will play soccer. 

（ I will play soccer if it is sunny tomorrow. ） 
３  接続詞 because  

次の英文は日本語に，日本語は英語に直しなさい。 

（１） I stayed home because it was rainy. 雨が降っていたので，私は家にいました。 

（２） 彼はとても親切なので，私は彼が好きです。 

   I like him because he is very kind. 

 

４  接続詞 because の対話  

次の対話の Bの受け答えを英語で書きなさい。 

A ：   Why do you like summer ?    （あなたはなぜ夏が好きですか。） 

B ：   泳ぐことができるからです。    Because I can swim. 



 

 

 

発展 ～余裕のある人はチャレンジ～ 

問題１  次の文を（  ）内の指示に従って書きかえなさい。 

（１）  I was very busy.  So I couldn’t go there.      （ because を使って１文に ） 

     

I couldn’t go there because I was very busy.   
   

（２）  I got home.   It began to rain at that time.   （ when を使って１文に ） 

     

When I got home, it began to rain.  （ It began to rain when I got home. ） 
   

（３）  I will stay home.        （ 「もし明日雨が降れば」という意味を加えて ） 

     

If it is rainy tomorrow, I will stay home.   

（ I will stay home if it is rainy tomorrow. ） 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，    に適語を１語ずつ書きなさい。 

（１） I went to Australia.  I was ten years old then. 

     

I went to Australia     when     I was ten years old. 
  

（２）  She is very kind, so everyone likes her. 

     

Everyone likes her     because     she is very kind. 
  

（３）  When she saw a lot of animals, she was very happy.  

     

She was very happy    to        see     a lot of animals. 

 

 

問題３  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 彼女は子どものころ，家族といっしょにロンドンに住んでいました。 

    

When she was a child, she lived in London with her family. 
  

（２） もしあなたが私に英語を教えてくれるなら，私はあなたに日本語を教えましょう。 

    

If you teach English to me, I will teach Japanese to you. 
  

（３） 曇っていたので，私たちは星を見ることができませんでした。 

    

We couldn’t see any stars because it was cloudy. 
  

（４） 私は今日しなければならない宿題がたくさんあるので，早く家に帰らなければなりません。 

    

I have to go home early because I have a lot of homework to do today. 

 

 

 

 



 

 

 

 


