
時間に関係する疑問詞・前置詞1 No.1

His birthday is May 31. 31【１】 「彼の誕生日は５月
日です 」を指示に従って書き換えなさい。。

①まず「彼の誕生日は５月 日ですか 」という普通31 。
の疑問文にしなさい。

②次に「彼の誕生日はいつですか 」という疑問文に。
しなさい。

③②の疑問文を作るときのポイントを言いなさい。

【２】次の各文を、まず普通の疑問文にし、それから
下線部を尋ねる疑問文にし、それらを２つとも日本
語に訳しなさい （但し、疑問文にする際 「私」。 、
→「あなた」のように必要に応じて主語を変えるこ
と）

1 My birthday is .) April 19

2 Hinamatsuri is .) March 3

3 We usually play rugby football .) in winter

4 The library closes .) at 5 p.m

5 I usually watch TV every day.) for three hours

【３】日本語にあうように、( )内に適当な単語を入
れなさい。
) ( )( ) トムは時々、夕食1 Tom sometimes studies .
前に勉強します。
) ( )( ) 彼は夕食後にテレビを見2 He watches TV .
ます。

3 He usually has dinner 6:00 p.m. 7:30 p.m.) ( ) ( )
彼は大抵、午後６時から午後７時半まで夕食を食べ
ます。

4 He always watches TV three hours night.) ( ) ( )
彼はいつも、夜に３時間テレビを見ます。
) ( ) その映画は午前十時5 The movie starts ten a.m.
に始まります。
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【１】

① 動詞の文だから 動詞を前に出せば良いのでbe be
となる。Is his birthday May 31?

② が分からなくて 「いつ」になって、May 31 When
When is his birthday?それを疑問文の前に出すから、

となる。
③大切なのは の の後が、When is his birthday? When

と 動詞が主語の前に出て疑問文is your birthday? be
の形になっていること。これが一般動詞の文だと
When What do you ? does he ?や の後が、 ～ とか、 ～
のように、やはり疑問文の形になっている。

【２】

1 Is your birthday April 19? 19) 「あなたの誕生日は４月
日ですか 」／ 「あなたの誕。 When is your birthday?
生日はいつですか 」。

「 。」2 Is Hinamatsuri March 3?) 雛祭りは３月３日ですか
／ 「雛祭りはいつですか 」When is Hinamatsuri? 。
) 「あなた3 Do you usually play rugby football in winter?

When do達は大抵、冬にラグビーをしますか 」／。
「あなた達は大抵、you usually play rugby footballr?

いつラグビーをしますか 」。
) ？「図書館は午後５時4 Does the library close at 5 p.m.

What time does the library close?に閉館しますか ／。」
「図書館は何時に閉館しますか 」。
) あ5 Do you usually watch TV for three hours every day?「

Howなたは大抵 毎日３時間テレビを見ますか ／、 。」
「あなたは大long do you usually watch TV every day?

抵、毎日どれくらいの間テレビを見ますか 」。
【３】

1 before dinner)

2 after dinner)

3 from / to)

4 for / at)

5 at)
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) ( )( )( ) 彼は大抵、6 He usually feeds the dog .
午前中に犬に餌を与えます （ 「餌をやる ）。 」feed
) ( ) 彼は日7 He plays some computer games Sunday.
曜日にいくつかコンピュータゲームをします。
) ( )( ) 彼はいつも時8 He always comes to school .
間通りに学校に来ます。
) ( ) 彼はよく夏に泳ぎま9 He often swims summer.
す。

【４】下線部が答になるような疑問文に変え、さらに
それと下の文を両方とも日本語にしなさい。

1 Tom studies .) before dinner

2 He watches TV .) after dinner

at 7:30 p.m.3 He usually has dinner)

4 She watches TV at night.) for three hours

5 The movie starts .) at ten a.m

6 She feeds her dog .) in the morning

7 He plays some computer games .) on Sunday

8 He studies English at home every day.) for one hour

9 She usually takes her bus .) at 7:45 a.m

) （ ～「 時間10 It takes to school. It takesthirty minutes （
が）～かかる ）。
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6 in the morning)

7 on)

8 on time)

9 in)

【４】

) トムはいつ勉強しますか。1 When does Tom study?
／トムは夕食前に勉強します。
) 彼はいつテレビを見ます2 When does he watch TV?
か。／彼は夕食後テレビを見る。
) 彼は大抵、3 What time does he usually have dinner?
何時に夕食を食べますか。／彼は大抵、午後７時半
に夕食を食べます。
) 彼女は夜、ど4 How long does she watch TV at night?
れくらいテレビを見ますか。／彼女は夜、３時間テ
レビを見る。
) その映画は何時に5 What time does the movie start?
始まりますか。／その映画は午前 時に始まる。10
) 彼女は彼女の犬にいつ6 When does she feed her dog?
餌をやりますか。／彼女は彼女の犬に午前中に餌を
やります。
) 彼はいつい7 When does he play any computer games?
くつかのコンピュータゲームをしますか。／彼は日
曜日にいくつかコンピュータゲームをします。

8 How long does he study English at home every day?)
彼は毎日、家でどれくらい英語を勉強しますか。／
彼は毎日、家で１時間英語を勉強します。
) 彼女は大9 What time does she usually take her bus?
、 。 、抵 何時に彼女のバスに乗りますか ／彼女は大抵

午前７時 分に彼女のバスに乗ります。45
) 学校までどれだけ10 How long does it take to school?
かかりますか。／学校まで 分かかります。30


