
No.1疑問文と疑問詞（１）

【問題】次の各文について、①まず、普通の疑問文にし、

さらに日本語に直しなさい。②下線部を尋ねる疑問文

にし、さらに日本語に直しなさい。

1 That woman is .) Mrs. Smith

2 You have in your hand.) a doll

3 His brother is .) a teacher

4 This is camera.) Tom's

5 His father likes .) dogs

6 She likes dog.) this

7 You have sisters.) two

8 You swim .) in that pool

9 He has in his pocket.) some coins

10 That is .) a picture

11 That man is .) Tom's father

No.1疑問文と疑問詞（１）

【解答】

) あの女の人はスミス夫人1 Is that woman ?Mrs. Smith

ですか。 あの女の人は ですWho is that woman? 誰

か。（ の後が疑問文の語順になっていることに注Who

意。）

) あなたはあなたの2 Do you have in your hand?a doll

do you have手の中に人形を持っていますか。 What

あなたはあなたの手の中に を持ってin your hand? 何

いますか。（ の後が疑問文の語順になっているこWhat

とに注意。）

) 彼の兄は先生ですか。3 Is his brother ?a teacher

彼の兄は ですか。What is his brother? 何

) これはトムのカメラですか。4 Is this camera?Tom's

これは カメラですか。Whose camera is this? 誰の

（「誰のカメラ」は、英語でも日本語でも１つのものとして

扱っていることに注意。）

) 彼の父は犬が好きですか。5 Does his father like ?dogs

彼の父は が好きですWhat does his father like? 何

か。

) 彼女はこの犬が好きですか。6 Does she like dog?this

彼女は 犬が好きですWhich dog does she like? どの

か。（「どの犬」は、英語でも日本語でも１つのものとし

て扱っていることに注意。）

) あなたは２人の姉がいます7 Do you have sisters?two

何人か。 あなたはHow many sisters do you have?

の姉がいますか。（「何人の姉」は、英語でも日本語で

も１つのものとして扱っていることに注意。）

) あなたはあのプールで泳8 Do you swim ?in that pool

ぎますか。 あなたは 泳Where do you swim? どこで

ぎますか。

) 彼は彼のポケ9 Does he have in his pocket?any coins

Whatットの中にいくつかのコインを持っていますか。

彼は彼のポケットの中にdoes he have in his pocket?

を持っていますか。（疑問文や否定文では は何 some

に変わることに注意。）any

10 Is that ? is that?) あれは絵ですか。a picture What

あれは ですか。何

) あの男の人はトムのお父11 Is that man ?Tom's father

さんですか。 あの男の人は誰でWho is that man?

すか。



No.2疑問文と疑問詞（１）

12 That old piano is .) your mother's

13 Your brother lives .) in Tokyo

14 You play soccer .) after school

15 She has coins in the bag.) twelve

16 You want picture.) that

17 You ski .) in winter

18 His name is .) Nakamura

19 This girl is .) Nancy

20 She has the doll .) in her bag

21 She leaves for school .) at seven

22 His cap is .) white

23 They after dinner.) watch TV

24 They play after lunch.) baseball

No.2疑問文と疑問詞（１）

) あの古いピアノはあ12 Is that old piano ?your mother's

is that oldなたのお母さんのものですか。 Whose

あの古いピアノは ですか。（ にpiano? whose誰のもの

は「誰の～」と「誰のもの」の２つの意味があることに注

意。）

) あなたの兄さんは13 Does your brother live ?in Tokyo

does your brother東京に住んでいますか。 Where

あなたのお兄さんは 住んでいますか。live? どこに

) あなたは放課後、14 Do you play soccer ?after school

サッカーをしますか。 あWhen do you play soccer?

なたは、 サッカーをしますか。いつ

) 彼女はカバン15 Does she have coins in the bag?twelve

How manyの中に 枚のコインを持っていますか。12

彼女はカバンの中にcoins does she have in the bag?

コインを持っていますか。（「何枚のコイン」は、何枚の

英語でも日本語でも１つのものとして扱っていることに

注意。）

) あなたはあの絵が欲しい16 Do you want picture?that

どのですか。 あなたはWhich picture do you want?

絵が欲しいですか。（「どの絵」は、英語でも日本語でも

１つのものとして扱っていることに注意。）

) あなたは冬にスキーをします17 Do you ski ?in winter

か。 あなたは スキーをしまWhen do you ski? いつ

すか。

) 彼の名前は中村ですか。18 Is his name ?Nakamura

彼の名前は ですか。What is his name? 何

) この女の子はナンシーですか。19 Is this girl ?Nancy

この女の子は ですか。Who is this girl? 誰

) 彼女は彼女のカ20 Does she have the doll ?in her bag

Whereバンの中に、その人形を持っていますか。

彼女はその人形を 持っdoes she have the doll? どこに

ていますか。

) 彼女は７時に学21 Does she leave for school ?at seven

does she leave for校に出発しますか。 What time

彼女は 学校に出発しますか。school? 何時に

white What22 Is his cap ?) 彼の野球帽は白ですか。

彼の野球帽は ですか。color is his cap? 何色

) 彼らは夕食後にテレ23 Do they after dinner?watch TV

ビを見ますか。 彼らWhat do dothey after dinner?

は夕食後に 。何をしますか

) 彼らは昼食後に24 Do they play after lunch?baseball

do they play after野球をしますか。 What sport

彼らは昼食後、 をしますか。lunch? どんなスポーツ


