接続詞
接続詞とは、その名のごとく、文中で言葉と言葉をつなげるものですが、これには２
種類あります。例えば、ＡとＢという２つのものを接続するときに、両者が対等の関
係にあるとき（等位接続詞）と、Ａが主人公でＢが脇役（従属接続詞）があります。下
記で詳しく説明します。

等位接続詞
「and」
1.～と （名詞と名詞）
例★She plays soccer and basketball.
彼女は野球とバスケットボールをやります。
2.そうすれば～（文章と文章）
例★Work a little more, and you will finish the project.
もう少し働きなさい。そうすれば、プロジェクトを完了できるでしょう。

「but」
1.しかし（対立）
「節と節」：S V1 ..., but S V2 ...
例★My computer is old, but still works well.
私のコンピューターは古いが、まだ正常に機能する。
2.～ではなくて...である(not～but....)
例★ He is not from China, but from America.
彼は中国ではなく、アメリカ出身である。

「yet」
それなのに
例★Jim practiced guitar for hours, yet he couldn’t play any songs well.
ジムは長期間ギターを練習したのに、歌一もつ上手に演奏できない。
（for hours＝長時間（年、月も含む）

「or」
1.A または B（選択）
例★Do you prefer cats or dogs?
あなたは猫または犬かどちらが好きですか？
2.（換言）すなわち、つまり
例★I studied composition, or the creation of music.
私は作曲を、つまり音楽制作を学んだ。
3.～でなければ、さもないと
例★Eat slowly, or you will feel sick.
ゆっくり食べなさいよ、さもないと気持ち悪くなっちゃうわよ。

「nor」
1.…もまた…ない
（nor のあと、疑問文と同じ語順の文をとると、そこも否定したことになる）
例★ I’m not athletic, nor do I want to be.
私は運動向きではないし、なりたいとも思わない。

従属接続詞
●名詞のかたまりをつくる接続詞
後に節（S+V?）をとって、全体として名詞のかたまりをつくる接続詞。
名詞として文章の中にいれることができる。

「that」
例★ That he was angry was unclear.
彼がおこっている、ということは定かではない。
(※that のあとに he was angry を用いて、この部分が文の主語としての名詞のかた
まりになっている）
例★I couldn't pick up the phone.
The reason is that I was taking my dog for a walk.
(that～walk の部分が名詞のかたまりで、SVC の第 3 文型になっている。S=C)
私は電話にでることができなかった。理由は、私は外に犬の散歩にでていたからだ。

「whether」～かどうか 主語，目的語，補語，同格になる
例★It’s hard to say whether he enjoyed the party.
(whether～a party までが名詞のかたまりで、SVC の第 3 文型になっている。S=C)
彼がパーティを楽しんだかどうかは、どうともいえない。

「if」～かどうか
例★I wonder if I can find the perfect girl.
私は、はたして完璧な女性が見つけられるのだろうか？
（※if～girl までが名詞のかたまりで、wonder の目的語になっている）
●副詞節を導く接続詞
後に節（S+V～）をとって、副詞のように機能する文章をつくる接続詞。

「when」～する（した）時
例★When I was about to get in my car, I got a phone call.
私が車の中で食べようとしたとき、電話が鳴った。

「as」～の時に，～しながら when より同時性が強い
例★I saw many people as I was running though the park.
公園を走っていたときに、沢山の人をみかけた。

「while」～している［する］間に
例★She checked her email while she was sipping coffee.
彼女はコーヒーをすすりながら email をチェックした。
(whlile sipping coffee も可）

「till,until」～まで
例★We stayed at the restaurant until it closed.
わたしたちは閉店するまでレストランにいました。

「after」～してから
例★After I had a big lunch, I took a nap.
沢山昼食を食べた後に、昼ねをしました。

「before」～するよりも前に
例★I have 30 minutes before the last train leaves.
終電が出るまでに、30 分時間があります。

「as soon as」 ～するとすぐに
例★I’ll send you your test as soon as I finish correcting the mistakes.
間違いをなおしたらすぐにテストを送りますよ。

「no sooner ～ than」

～するとすぐに

例★He had no sooner started to drive than it began to snow.
彼が運転をしだすとすぐに雪が降り始めた。

「the moment/instant」 ～するとすぐに
例★The moment I saw the new car, I wanted it.
新しい車を見た瞬間、それを欲しいと思った。

原因・理由を表す

「because」～だから
例★I want to eat because I am hungry
お腹が好いたので、食べたい。

「since」～だから
例★ Since I have time, I want to clean my room.
時間があるので、自分の部屋を掃除したい。

「as」～だから
例★As it was raining, we decided to cancel the afternoon picnic.
雨が降っていたので、正午のピクニックを中止することにした。

「now (that)」 ～した今
例★Now that summer is here, we can go to the beach.
夏がきた今、ビーチにいけるね。

「seeing (that)」～だという事を考えると
例★Seeing that you are good with computers, could you help me open this file?
君はコンピューターが得意なので、このファイルを開けるのを手伝ってくれないか？

「so (that) ～ can [will]」～するために，できるように
(目的・結果を表す)
例★Turn off the air conditioning so that we can save energy.
エアコンを切ってくれないか、そうすればエネルギー節約になるからね。

「in order that ～ may [can]」～できるように
例★He played soccer as hard as he could in order that he may get on the top
club team.
彼はトップのクラブチームに入団するためになるべく沢山サッカーの練習をした。

「so ～ that....」

非常に～なので.....だ

例★I was so tired that I could barely keep my eyes open.
とでも眠かったので、やっとの思い出目を開けていた。
条件を表す接続詞

「if」 もしも～ならば，とすれば
例★You can hang out with your friends if you finish your homework.
もしも宿題を終わらせれば、友達と遊びにいってもいいわよ。

「unless」もし…しなければ
例★ I’ll come back home early unless there is a lot of traffic.
交通渋滞でもなければ、早く家にもどるよ。

「supposing～, suppose～」もし～なら(if とほぼ同じ）
例★ Supposing that cars in Tokyo are cheaper, would you buy one?
もしも東京の車が安かったら、君は車を買うかい？

「provided [providing] (that)」
～という条件で，もし～とすれば
例★I will go to your party provided that I finish my work before 7pm.
仕事が午後 7 時前に終われば、あなたのパーティに行くよ。

「in case」～の場合には
例★In case I can't wake up at 6am tomorrow, please wake me up.
明日朝 6 時にわたしが起きれなかった場合は、私を起こしてくれ。

「as long as」～する限り
例★Please give me a book to kill my time.
Any book will be fine as long as it is interesting.
時間つぶしをするために、何か本をくれないか。
面白い本ならなんでもいいよ。

譲歩を表す接続詞

「thought, although」～けけれども（although は節頭のみ）
例★Though it was very hot outside, we still had a picnic in the park.
外はとても暑かったけれども、公園でピクニックをしました。

「even if [though]たとえ～でも
例★I will succeed in my business even if everyone tells me that I won't.
たとえ皆が私が成功しないといっても、私はビジネスで成功するつもりだ。

「whether」～であろうとなかろうと
（whether S V or not / whether or not S V）
例★You should try new things, whether you want to or not.
あなたがそうたくても、したくなくても、あなたは新しいことに挑戦するべきだ。

「as」～のように（～のとおりに）
例★Follow the rules as you were taught.
教えられたとおりに、規則に従いなさい。

「as if～」まるで～かのように（普通は仮定法）
例★She walked as if she was a model.
彼女はまるでモデルであるかのように歩いた。

「as far as」～する限りでは
例★As far as I know, this has been the rainiest seasons I’ve ever experienced.
私が知る限りでは、この季節は自分が経験した中で一番雨の激しい季節だ。

接続副詞
(文法的には副詞だが、意味的には接続詞と同じ働きをするもの)

「besides」の他に
例★Besides my two dogs, I have 3 cats.
犬 2 匹以外に、わたしは猫を 3 匹飼っている。

「nevertheless」それにもかかわらず
例★The trip was only 3 days, nevertheless he enjoyed it very much.
旅は 3 日間だけだったが、それでも私たちはとても楽しむことができた。

「also」さらに
例★I knew he is from the States.I also wanted to know which city he is from.
彼が米国出身だということは知っていた。さらに、私は彼がどの市から来たかを知
りたかった。

「moreover」 その上
例★I take the train to work everyday. Moreover, I don’t have to worry about
parking or traffic.
私は毎日電車で通勤している。その上、駐車スペースや交通渋滞を心配する必要
がない。

「however」けれども、しかしながら
例★That’s a good idea. However, our budget is too low.
それはとても良いアイデアだ。けれども私たちの予算は限られている。

「otherwise」 さもないと
例★Don’t talk like that. Oherwise, people will think you are rude.
そんな風に話してはいけないよ。さもないと人はあなたを無礼だと思うだろう。

「therefore」

（それ）ゆえに

例★I bought a new TV. Therefore , all I do now is to watch TV all day.
私は新しいテレビを買った。それゆえに、今わたしがやっていることは一日中テレビ
をみることだけだ。

相関接続詞（一対の語句が使われて接続詞に似た働きをするもの）

「not only ～ but (also) ...」

～だけでなく…も

例★He can speak not only English, but also Spanish.
彼は英語だけでなくスペイン語も話せる。

「either ～ or ...」

～か…かどちらか

例★She is either working or hanging out with her boyfriend.
彼女はいつも働いているか、彼氏と遊んでいるかどちらかだ。

「both ～ and ...」

～も…も (両方に言及する）

例★In Japan, both soba and udon are very popular noodles.
日本ではそばもうどんもとても人気のある麺食品である。

「neither ～ nor ...」 ～も…も～ない
例★The children are neither gentle nor kind to their parents.
その子供たちは、親に対してやさしくもなければ親切でもない。

「～ as well as ...」 …ばかりでなく～も
例★ He plays piano as well as the trumpet
彼はピアノばかりでなく、トランペットも演奏することができる。

