接続詞のポイント
1．接続詞の全体像
2種類の「接続詞」

(1)

等位接続詞
and 「そして」・ but 「しかし」・ or 「または」・ so 「だから」

(2)

従属接続詞
(a) 副詞節を作る（従属接続詞は、「副詞節」を作るものがほとんど）
→ when・if などたくさん
(b) 名詞節を作る → that だけ覚えよう！

2．等位接続詞
(1) 働き :「等位接続詞」は「対等なもの」を結ぶ
Is the k e y on the de s k or und e r the d es k ?
それとも

She is very kind, so everyone likes her.
だから

(2) 相関接続詞

both A and B 「AとBの両方」
either A or B 「AかBのどちらか」
neither A nor B 「AでもBでも～ない」
not A but B 「AでなくB」
not only A but also B

「AだけでなくB も」

Both he and I are against the plan. 「彼も私も2人ともその計画には反対です」
Either you or I must go there.

「あなたか私のどちらかがそこへ行かなければいけない」

Neither he nor I can speak French.

「彼も私もフランス語を話せない」

He is not a teacher but a student.

「彼は先生ではなく，生徒ですよ」

He can speak not only English but also French.「彼は英語だけでなくフランス語も話せる」

(3) 命令文とセットのパターン

命令文, and …「～しなさい，そうすれば…(＋の内容)」
命令文, or … 「～しなさい，さもないと…(－の内容)」

Hurry up, and you will catch the train.
「急ぎなさい。そうすれば電車に間に合います」

Hurry up, or you will miss the train.
「急ぎなさい。さもないと電車に間に合わないよ」

3．従属接続詞（副詞節を作るもの）
(1) 従属接続詞の形

接続詞の後は小さな主語・述語

SV ~ ＜ when s v＞ .
=＜ When sv＞ , SV.

←

原則はこの順番

←

だが文頭に出すとカンマが必要

I saw Tom <when I went to the the park>.
<When I went to the park >, I saw Tom.

チェックポイント

①「形」がすべて
②「カタマリを作る」という発想
③ ＜副詞節＞という考え方

＜副詞＞とは，名詞以外を修飾するもの。

(2) 従属接続詞一覧
時
when「～するとき」

while「～する間」

before「～する前に」

after「～した後に」

till / until「～までずっと」

since「～から今まで」

as soon as ～「～するとすぐに」
Tom watc hed TV <after he finished his homework >.
=<After he finis hed his homework >,T om watc hed TV.
条件
if「もし～なら」
I will go to T om’s house <if he is free tomorrow >.
=<If he is free tomorrow >, I will go to Tom’s house.
理由
because「～なので」

※ Why → Because sv. は例外

I was hap py <because I got a present >.
=<Because I got a present >, I was ha p py.

譲歩

though / although「 ～だけれども 」

He can speak three languages <though he was young>.
=<Though he was young>, he can speak three languages.

4．従属接続詞（名詞節を作る that・whether）
(1) 基本形
・

that 「~だということ」

I know

※接続詞の that は省略可能。

(that) he is kind . 「私は彼が優しいということを知っている」

(2) 接続詞 that をとる動詞
S know (that) ～ 「S は～だということを知っている」
S think (that) ～ 「S は～だということを思う」
S believe (that) ～ 「S は～だということを信じる」
S hope (that) ～ 「S は～だということを望む」
S hear (that) ～ 「S は～だということを聞く」
S say (that) ～ 「S は～だということを言う」
S show (that) ～ 「S は～だということを見せる」

(3) 接続詞 whether をとる動詞
whether

「~かどうか」

Whether he will succeed or not depends on his efforts.

5．「現在形」の特別用法
重要ルール
「時や条件を表す副詞節の中ではたとえ未来の内容であっても現在形で表す」

If it is fine tomorrow, we will go to the beach.

6．特殊構文
so 形容詞 that …構文
so ～ that …「 とても～なので…／…なくらい～だ」

The problem was s o difficult tha t we couldn’t solve it.
「その問題はとても難しくて私たちには解くことができませんでした」

