①

時間軸・場所を表す接続詞

After

「〜した後に」

I noticed the appropriate way after I googled it.

グーグル検索をしたあとに適切な方法を知った。
As

「～するにつれて」
「〜している時」

Useful things are invented as the technology has developed.
技術が発展するにつれて、便利なものが発明されている。
Before

「〜の前に」

It is good to drink a cup of hot milk before you sleep.
眠る前に１杯のホットミルクを飲むといい。
Directly

「〜するとすぐに」

I headed to the movie theater directly I finished the work.
仕事が終わるとすぐに映画館へ向かった。
Immediately

「〜するとすぐに」

The phone rang immediately the exam started.
試験が始まるとすぐに、電話が鳴った。
Once

「いったん〜すると」

Once you get used to a new culture, you can enjoy it a lot.

いったん新しい文化に慣れると、とてもそれを楽しめます。
Since

「〜から」

I have studied French since I was a high school student.

高校生のときから、フランス語を勉強しています。
Until (Till)

「〜までずっと」

I will live with my parents until (till) I graduate from university.
大学を卒業するまでずっと両親と暮らすつもりだ。
When

「〜する時」

When I visited there, I made friends with a German girl.

そこを訪れたとき、私はドイツ人の女の子と友だちになった。
Whenever

「〜する時はいつでも」

You can watch movies on the Internet whenever you like.

好きなときはいつでも、ネット上で映画を観ることができる。
While

「〜する間」

I had my bag stolen while I went to the restroom.

私がトイレに行っている間に、バッグを盗まれた。
Where

「〜のところへ」

We are going talk about where we will visit this summer.
この夏訪れる場所について話します。
Wherever

「〜のところのどこでも」

Babies like to follow mothers wherever they go.

赤ちゃんはお母さんが行くところならどこでも着いていきます。

②

As

理由を表す接続詞

「～だから」※相手はある程度知っている前提

As they are still under age, they must not drink alcohol.
彼らは未成年だから、飲酒してはいけない。
Since

「〜だから」※相手はある程度知っている前提

Since a lack of sleep causes you troubles, you should go to bed.
睡眠不足は問題を引き起こすから、寝に行くべきだ。
Because

「〜だから」※相手はなにも知らない前提

She must have passed because she kept studying for long
hours.

長時間の勉強をしたんだから、彼女は合格したに違いない。
For

「〜だから」

What he said is doubtful, for there is no evidence.

証拠がまったくないから、彼の言ったことは疑わしい。
Now

「〜であるからには」

Now we have a new member, we should introduce ourselves.
新しいメンバーがいるからには、自己紹介をするべきだ。
So

「だから〜」
、「そこで〜」

There was no name, so I couldnʼt figure out who wrote this.

名前がなかったから、誰がこれを書いたのか分からなかった。

③

反対の言葉が続く接続詞

Although (though)

「〜だけれども」

Although (though) hunting seems bad, it is surely a kind of

job.

狩りは悪く見えるけれども、それは確かに仕事の一種だ。
But

「〜だけれども」、「しかし〜」

I didnʼt want to say, but this needs reviewing.

言いたくなかったけれども、これは再検討される必要がある。
I like your idea, but I have another idea.

あなたの考えは好きだ。しかし、私には別の考えがある。
While

「〜である一方で」

While a full recovery is expected, the injuries are extremely
disabling.

完全な回復は見込める一方で、怪我は極めて重症だ。
Whereas

「〜であるのに対し」

Whereas some people chose A, others preferred B.

A を選んだ人々がいるのに対し、B を好んだ人々もいる。
Yet

「〜にもかかわらず」

This has been discussed for decades, yet it is still controversial.

これは何十年と議論されてきたにもかかわらず、未だ物議を醸す。
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④

情報を加える接続詞

Also

「そしてその上」

I did my homework, also I made dinner for my family.
宿題をして、そしてその上、家族に夕食を作った。
And

「そして(その結果)〜」

There was a problem and we had a quick meeting.

⑥

選択肢が続く接続詞

Or

「〜か－」

People can recycle their clothes or reuse them.

洋服はリサイクルするか、再利用することができます。
If

「～かどうか」

People should think if they really need it.

問題があって、私達は手短な会議を開いた。

それが本当に必要なのか、人々は考えるべきだ。

Plus

Whether ~ or not

「そしてまた」

There is a sale, plus you can get a discount coupon.

セールがあって、また値引きクーポンを得ることができる。
Like

「〜のように」

It looked like there was a mistake.
間違いがあったように見えた。
As

「〜のように」

It will not be seen as important as it is today.
今日のように、重要視されないだろう。

⑤

条件を加える接続詞

Considering

「〜を考慮すれば」

We are a good team, considering this problem is a rare case.

この問題が稀なケースであることを考慮すれば、私達は良いチー
ムだ。

Except that

「〜ということを除き」

He is perfect, except that he is married.

結婚しているということを除き、彼は完ぺきです。
If

「もし〜ならば」

If you do not feel good, you must take a rest.

気分が良くないと感じるなら、休憩を取るべきだ。
Only

「ただし〜」「もし〜でなければ」

You can use my car, only you pay for the gas.

車を使ってもいいよ。ただしガソリン代は払ってね。
I would like to help you, only I am really busy.

こんなに忙しくなければ、あなたを助けてあげたいんだけど。
Providing

「もし〜ならば」

Providing you have some time, we should discuss the matter.

「〜かどうか」

It depends on whether the story is true or not.
その話が本当かどうかによる。

⑦

その他の表現

However (形容詞)

「どんな方法・程度でも」

They work in a severe labor condition however hard it is.

それがどんなに大変でも、彼らは過酷な労働環境で働く。
Lest

「～しないように」

I must study now lest I (should) fail the exam.

試験に落ちないように、今勉強しなかればならない。
Neither ~ nor -

「〜もまた－ない」＝否定表現

It means yes when people neither confirm nor deny.

人が肯定も否定もしないときは、肯定という意味だ。
Than

「〜よりも」＝比較表現

Japanese are more punctual than people in other countries
are.

他国の人々よりも日本人は時間に正確だ。
In such a way that …

「（結果）…となるように」

The house was designed in such a way that anyone can use it.
誰もが使えるように、その家は設計された。
That

「〜ということ」

It is true that young people are familiar with digital devices.
若者が電子機器に慣れているということは事実だ。
《基本的な接続詞のルール》

・主語＋動詞の文章を２回つかう。

《等位接続詞に当てはまるもの》

もしあなたに時間があるなら、問題について話し合うべきだ。

・文の最初に接続詞を置くことはできない。

Unless

・同じ品詞を並べることができる。

「もし〜でなければ」

You will never know the truth unless you talk to her.

（and. but, so, for）

（Ving and Ving, to V but to V など）

彼女と話さなければ、真実を知ることはないだろう。
Without

「〜でなければ」

You will never succeed without you like your work.
自分の仕事を好きでなければ、成功しないだろう。
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