
How manyの疑問文（１）No.1

【１】You have two pencils. この文を指示に従って

書き換えなさい。

①「あなたは２本の鉛筆を持っていますか。」の意味

の疑問文に変えなさい。

②「あなたは何本の鉛筆を持っていますか。」の意味

の疑問文にしなさい。

【２】次の各文を①、②の形に変えなさい。さらに、

書き換えた英文を日本語にしなさい。

①普通の疑問文にしなさい。

②下線部分の数が分からないものとして、それを尋

ねる疑問文にしなさい。

1)You have three books.

2)His brother has two bicycles.

3)They eat five apples.

4)Mr. Brown speaks four languages.（language：言葉、

言語）

5)Her father has two cars.

How manyの疑問文（１）No.1

【１】

①普通の一般動詞の疑問文だから、文の先頭に Do を

付ければ良いので

Do you have two pencils? となる。

②「何本の鉛筆」を英語で言うと how many pencils

（pencil が複数形になることに注意）となります。こ

れを two pencils の代わりに使うのですが、大切な

ことは２つあります。

1)How many pencilsは文の先頭に来る。

2)その後は、疑問文の形になっている。

よって答えは次のようになります。

How many pencils do you have?

↑

疑問文の形になっている。

【２】

1)① Do you have three books? あなたは３冊の本を持

っていますか。

② How many books do you have? あなたは何冊の

本を持っていますか。

2)① Does his brother have two bicycles? 彼の兄は２台

の自転車を持っていますか。

② How many bicycles does his brother have? 彼の兄

は何台の自転車を持っていますか。

3)① Do they eat five apples? 彼らは５個のリンゴを

食べますか。

② How many apples do they eat? 彼らは何個のリン

ゴを食べますか。

4)① Does Mr. Brown speak four languages? ブラウン

氏は４カ国語を話すのですか。

② How many languages does Mr. Brown speak? ブ

ラウン氏は何カ国語を話しますか。

5)① Does her father have two cars? 彼女のお父さんは

２台の車を持っていますか。

② How many cars does her father have? 彼女のお父

さんは何台の車を持っていますか。



How manyの疑問文（１）No.2

6)You buy five pencils.

7)You need ten notebooks.

8)He reads seven books every month.（every month：毎

月）

9)They use eight boxes.

10)He meets ten people every day.

11)Kenny studies five subjects.（subject：科目）

12)Your brother plays three sports.

How manyの疑問文（１）No.2

6)① Do you buy five pencils? あなたは５本の鉛筆を

買いますか。

② How many pencils do you buy? あなたは何本の

鉛筆を買いますか。

7)① Do you need ten notebooks? あなたは十冊のノー

トが必要ですか。

② How many notebooks do you need? あなたは何冊

のノートが必要ですか。

8)① Does he read seven books every month? 彼は毎月

７冊の本を読むのですか。

② How many books does he read every month? 彼は

毎月何冊の本を読むのですか。

9)① Do they use eight boxes? 彼らは８個の箱を使う

のですか。

② How many boxes do they use? 彼らは何個の箱を

使いますか。

10)① Does he meet ten people every day? 彼は毎日

10人の人々に会うのですか。

② How many people does he meet every day? 彼は

毎日何人の人に会いますか。

（注：people は普通「人々」と訳され、これで複数

形となっているので、s を付ける必要はありませ

ん。）

11)① Does Kenny study five subjects? ケニーは５つ

の科目を勉強するのですか。

② How many subjects does Kenny study? ケニーは

何科目勉強しますか。

12)① Does your brother play three sports? あなたの兄

は３つのスポーツをするのですか。

② How many sports does your brother play? あなた

の兄はいくつのスポーツをするのですか。


