
+ think / know + that Name英語２ ユニット８ 主語 など ～の文①

接続詞 を使った文の意味がわかる。that

日本文を参考に （ ）に適するものを選択肢から選び，記号で答えなさい。，

（１）私は，彼が幸せだと思う。

I ( ) that he is happy.

（２）彼女は，イチローがアメリカで有名であるということを知っている。

She ( ) that Ichiro is famous in America.

（３）私は，彼らが不親切だとは思わない。

（注） 不親切なI ( ) that they are unkind. unkind

（４）あなたは，東京ディズニーランドが千葉にあるのを知っていましたか。

Did you ( ) that Tokyo Disneyland is in Chiba?

（５）ボブは，彼女が明日ニューヨークに行くことを知らない。

Bob ( ) that she is going to go to New York tomorrow.

know don't think think doesn't know knowsア イ ウ エ オ



英語２ ユニット８ 主語 など ～の文②+ think / know + that

接続詞 を使った文の語順がわかる。that

日本文を参考に（ ）内の語を並べかえ，英文を完成させなさい。

（１）私は，リーがバレーボールが好きだと思う。

I think ( likes / that / Li ) volleyball.

I think volleyball.

（２）私は，あなたが正しいと思います。

I ( you / that / are / think ) right.

I right.

（３）あなたは，パウロが人気があると思いますか。

Do ( think / Paulo / you / is ) popular with his friends?

Do popular with his friends?

（４）私は，彼女が間違っているとは思わない。

I ( don't / she / that / think ) is wrong.

I is wrong.

（５）あなたは，サムが千葉に住んでいることを知っていましたか。

Did ( lives / know / Sam / you ) in Chiba?

Did in Chiba?



英語２ ユニット８ 主語 など ～の文③+ think / know + that

接続詞 を使った文を作ることができる。that

日本文を参考に，英文の に適する語を書きなさい。

（１）私は，彼女が立派な生徒だと思う。

I she is a good student.

（２）彼は，ユミがジムを好きだということを知っている。

He Yumi likes Jim.

（３）あの男の人が林さんだと思いますか。

Do you gentleman is Mr. Hayashi?

（４）彼女が音楽家だったのを知っていますか。

Do you she a musician?

（５）私は，河合さんはおもしろい人だとは思わない。

（注） おもしろいI Mr. Kawai is a jolly* man. jolly



英語２ ユニット８ 主語 など ～の文④+ think / know + that

場面に応じて自分の考えなどを書くことができる。

あなたの友達の良いところを ( ) ～を使って３文以上書きなさい。I think know that
（あなたの友達の名前を（ ）に書き入れてから始めなさい）

is my best friend.（ ）

・

・

・

英語２ ユニット８ 主語 など ～の文⑤+ think / know + that

ある意見に対して，自分の考えを書くことができる。

下の の意見に対するあなたの考えを，理由を含めて書きなさい。

〔条件〕文の書き出しは， または のいずれかにすること。"I think so, too." "I don't think so."
英文は，３文以上であること。

<意見>

I think that smart phones are good for children.

（注） スマートフォンsmart phone :



＜ 解答 ＞英語２ ユニット８ 主語＋ など＋ ～の文①think / know that
【解答】
（１）ウ （２）オ （３）イ （４）ア （５）エ

英語２ ユニット８ 主語＋ など＋ ～の文②think / know that
【解答】

I think that Li likes volleyball.（１）
I think that you are right.（２）
Do you think Paulo is popular with his friends?（３）
I don't think that she is wrong.（４）
Did you know Sam lives in Chiba?（５）

英語２ ユニット８ 主語＋ など＋ ～の文③think / know that
【解答】

I think that she is a good student.（１）
He knows that Yumi likes Jim.（２）
Do you think that gentleman is Mr. Hayashi?（３）
Do you know that she was a musician?（４）
I don't think Mr. Kawai is a jolly man.（５）

英語２ ユニット８ 主語＋ など＋ ～の文④think / know that
【解答例】

Akihiro is my best friend.
I think that he is very kind.
I think that he is popular among the students.
I know that he is good at skiing.

【解説】
明宏は私の一番仲の良い友達です。
彼はとても優しいと思います。
彼は生徒の間で人気があると思います。
彼はスキーが得意だということを知っています。

【条件】
１）３文以上書かれていること。
２） ( ) ～を使った文を含んでいること。I think know that
３）多少の綴りのミスや文法の誤りは可とする。

英語２ ユニット８ 主語＋ など＋ ～の文⑤think / know that
【解答例】

I think so, too.例１）
The Internet is useful when the students want to know something.
And we can play games with it.

I don't think so.例２）
We spend too much time to play games.
And they are not good for our eyes and our health.

【解説】
１）私もそう思います。

インターネットは，生徒たちが何かを知りたい時便利だからです。
さらに，私達は，スマートフォンでゲームをすることができます。

私はそう思いません。
ゲームをすることに時間を使いすぎてしまいます。
しかも，それらは私達の目や健康に良くないです。

【条件】
１）３文以上書かれていること
２）多少の綴りのミスや文法の誤りは可とする


