
疑問詞＋不定詞（２）

【１ 「疑問詞＋不定詞」に気を付けて、各文を訳しなさ】

い。

1 Do you know ?) where to buy the book

2 I know .) how to make this model plane

3 Show me .) how to use this computer

4 She didn't know .) where to play tennis

5 My mother told me .) which bag to choose

6 I want to know .) when to finish this work

7 Did your sister tell you ?) when to start here

8 Our teacher taught us .) how to solve this question

9 I didn't know .) when to meet the man

10 Please show me .) how to drive a car

11 My brother wants to learn .) how to swim

12 She knew .) which book to read

【２】次の日本語を「疑問詞＋不定詞」を使って英語に直

しなさい。

)彼女は 知っています1 英語で手紙をどう書いたらよいか

か。

)私達は 知らない。2 いつこの箱を開ければよいか

)彼女は 知っていた。3 どうやってここへ来たらよいか

)私の兄は を知っています。4 オートバイの乗り方

)どうぞ私に 教えて下さ5 どっちの帽子を選んだらよいか

い。

)彼女はそのとき 分からなかった。6 何と言ったらよいか

) 私に教えて下さい。7 どこでその人形を買ったらよいのか

)私は 分からない。8 いつそこへ行ったらよいのか

)彼の兄さんは を知ってい9 チーズの作り方

た。

。10)あなたは 知っていますかいつ彼女に会ったらよいのか

)彼らは を知っている。11 自分たちの休暇の過ごし方

)彼女は 知らなかった。12 いつ起きたらよいか

)この女の子は 知ってい13 どこでその本を借りたらよいか

ます。

)私達は を知るべきだ。14 お金の貯め方

疑問詞＋不定詞（２）

【１】

)あなたは 知っています1 どこでその本を買ったらよいか

か。

)私は を知っている。2 この模型飛行機の作り方

)私に を教えて下さい。3 このコンピュータの使い方

)彼女は 知らなかった。4 どこでテニスをしたらよいか

)私の母は 私に教えた。5 どっちのカバンを選んだらよいか

)私は 知りたい。6 いつこの仕事を終えたらよいか

)あなたの姉さんは、 あなた7 いつここを出発したらよいか

に言いましたか。

)私達の先生は私達に を教えてくれた。8 この問題の解き方

)私は 知らなかった。9 いつその男の人に会えばよいか

)どうぞ私に を教えて下さい。10 車の運転の仕方

)私の兄は を覚えたい。11 泳ぎ方

)彼女は 知っていた。12 どっちの本を読んだらよいか

【２】

1 Does she know ?) how to write a letter in English

2 We don't know .) when to open this box

3 She knew .) how to come here

4 My brother knows .) how to ride a motorcycle

5 Please tell me .) which hat to choose

6 She didn't know then.) what to say

7 Tell me .) where to buy the doll

8 I don't know .) when to go there

9 His brother knew .) how to make cheese

10 Do you know ?) when to meet her

11 They know .) how to spend their holidays

12 She didn't know .) when to get up

13 This girl knows .) where to borrow the book

「 、14 We should know . save) ( ： 節約するhow to save money

貯める、救う」)


