
Name英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文①

接続詞 や などを使った文の意味がわかる。when if

日本文を参考にして（ ）内に適する語を選択肢の中から選び，記号で答えなさい。

（１）寝る前に歯を磨きなさい。

Brush your teeth ( ) you go to bed.

（２）もし明日晴れなら，私は海に行きます。

( ) it is fine tomorrow, I will go to the beach.

（３）彼女は１４歳の時，イギリスにいました。

She was in England ( ) she was fourteen.
ifア

when（４）昨日は私の誕生日だったので，母が時計を買ってくれました。 イ

becauseウ

My mother bought me a watch ( ) it was my birthday yesterday. beforeエ

（５）彼を見かけた時，妹と一緒だった。

( ) I saw him, he was with his sister.

英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文②

前後の関係に注意して適切な接続詞を補うことができる。

次の英文の（ ）内の語のふさわしいほうを選びなさい。

What will you do if / because it is rainy tomorrow ?（１） （ ）

When / Because I stay at home, I usually listen to music.（２ （ ））

（３） （注） 科学者Study hard ( if / before ) you want to be a scientist. scientist

He studies science every day because / before he likes science.（４） （ ）

My mother was a good tennis player when / before she was young.（５） （ ）



英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文③

接続詞を適切に使うことができる。

ＡＢを組み合わせて意味の通る文を完成させなさい。

A B

He started to study English before you eat lunch.（１） ・ ・

I want to go to TDL because I love Mickey Mouse.（２） ・ ・

Wash your hands let's go to see the movie.（３） ・ ・

When I saw Nancy, because he wants to go to Australia.（４） ・ ・

If you are free next Sunday, she looked sad.（５） ・ ・

( TDL Tokyo Disneyland注） 東京ディズニーランド

英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文④

接続詞を使って，表現することができる。

下線部に適当な語句を入れて，意味の通る文を完成させなさい。

After I ate dinner last night, I .（１）

Before I go to bed tonight, I will .（２）

If I can drive a car, I .（３）

If I can speak English well, I .（４）



英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文⑤

状況に応じて接続詞を使い，表現することができる。

Ken If can go to ,表の内容を参考に， とあなた自身について英文で表現しなさい。ただし， ･･･ ～

･･･ ～ を使用し２文以上で解答すること。また，表内の？が付いている部分についwant to (there).
ては自由に想像して書きなさい。

名前 行きたい場所 やりたい事 理由・目的など

北海道 馬に乗る ？Ken

？ ？ ？I（ ）あなた自身

についてKen

（あなた自身）についてI



＜ 解答 ＞英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文①

【解答】

（１）エ／ア

（２）ア

（３）イ

（４）ウ

（５）イ

英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文②

【解答】

What will you do ( if ) it is rainy tomorrow ?（１）

( When ) I stay at home, I usually listen to music.（２）

Study hard ( if ) you want to be a scientist.（３）

He studies science every day ( because ) he likes science.（４）

My mother was a good tennis player ( when ) she was young.（５）

英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文③

【解答】

ＢA
He started to study English before you eat lunch.（１） ・ ・

I want to go to TDL because I love Mickey Mouse.（２） ・ ・

Wash your hands let's go to see the movie.（３） ・ ・

When I saw Nancy, because he wants to go to Australia.（４） ・ ・

If you are free next Sunday, she looked sad.（５） ・ ・

英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文④

【解答例】

After I ate dinner last night, I watched a DVD with my family.（１）

Before I go to bed tonight, I will finish my homework.（２）

If I can drive a car, I want to go to Lake Kawaguchi.（３）

If I can speak English well, I want to travel around the world.（４）

英語２ ユニット１１ 条件や時を表す文⑤

【解答例】

If Ken can go to Hokkaido, he wants to ride a horse ( there ). He likes horses. His dream is
to live and have horses in Hokkaido.

If I can go to France, I want to visit Paris and see the Olympic games (there ). My uncle
visited there many years ago and talked about sports to me. He is really interested in them now.

【解説】

１） それぞれについて，２文以上であることKen, I
２）それぞれについて， ～ ～ を含んでいることIf , wants to .
３）多少の綴りミスや文法の誤りは可とする


