
No.1疑問文と疑問詞（２）

【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 Ann goes every day.) to the supermarket

2 Peter lives .) in Hawaii

3 They play chess after school.) in Tom's room

4 Kate plays the piano after dinner.) in her room

5 Bob goes to bed .) at 10 o'clock

6 His school starts .) at 8:30 a.m

7 Harajuku is .) near Shinjuku

8 Kate and John after school.) play tennis

9 This building is .) 100m tall

10 She knows .) Terry

11 Her sister gets up every day.) at 7 o'clock

12 They go to school .) by train

No.1疑問文と疑問詞（２）

【解答】

) アンは毎1 Does Ann go to the supermarket every day?

does日スーパーマーケットに行きますか。 Where

アンは毎日 行きますか。Ann go every day? どこへ

) ピーターはハワイに住んで2 Does Peter live in Hawaii?

どこいますか。 ピーターはWhere does Peter live?

住んでいますか。に

) 彼ら3 Do they play chess in Tom's room after school?

doは放課後トムの部屋でチェスをしますか。 Where

彼らは放課後 チェthey play chess after school? どこで

スをしますか。

) ケ4 Does Kate play the piano in her room after dinner?

イトは夕食後、彼女の部屋でピアノを弾きますか。

ケイトはWhere does Kate play the piano after dinner?

夕食後 ピアノを弾きますか。どこで

) ボブは１０時に寝ま5 Does Bob go to bed at 10 o'clock?

何時すか。 ボブはWhat time does Bob go to bed?

寝ますか。に

) 彼の学校は午前８6 Does his school start at 8:30 a.m.?

does his school時３０分に始まりますか。 What time

彼の学校は 始まりますか。start? 何時に

) 原宿は新宿の近くですか。7 Is Harajuku near Shinjuku?

原宿は ありますか（ でWhere is Harajuku? どこに どこ

すか）。

) ケイトとジ8 Do Kate and John play tennis after school?

Kate andョンは放課後テニスをしますか。 What do

何をしまJohn after school?do ケイトとジョンは放課後

。すか

) この建物は の高さで9 Is this building 100m tall? 100m

どれだすか。 この建物はHow tall is this building?

ですか。けの高さ

) 彼女はテリーを知っています10 Does she know Terry?

か。 彼女は 知っていますWho does she know? 誰を

か。

) 彼女の11 Does her sister get up at 7 o'clock every day?

does her姉は毎日７時に起きますか。 What time

彼女の姉は毎日 起きsister get up every day? 何時に

ますか。

) 彼らは列車で学校へ12 Do they go to school by train?

どう行きますか。 彼らはHow do they go to school?

学校へ行きますか。やって



No.2疑問文と疑問詞（２）

13 Your father works .) at NTT

14 His school is .) in Shinagawa

15 This Walkman is .) hers

16 plays the violin every day.)Tom's sister

17 He goes after school.) to the bookstore

18 Kenta leaves home every day.) at 7:20 a.m.

19 The magazine is .) 450 yen

20 He is .) Junko's brother

No.2疑問文と疑問詞（２）

) あなたのお父さんは13 Does your father work at NTT?

NTT does your fatherで働いていますか。 Where

あなたのお父さんは 働いていますか。work? どこで

) 彼の学校は品川にあり14 Is his school in Shinagawa?

ますか。 彼の学校は あWhere is his school? どこに

りますか。

) このウォークマンは彼女のも15 Is this Walkman hers?

のですか。 このウォークマWhose is this Walkman?

ンは ですか。誰のもの

) トムの16 Does Tom's sister play the violin every day?

plays姉さんは毎日バイオリンを弾きますか。 Who

毎日バイオリンを弾きますthe violin every day? 誰が

doか。（主語を尋ねる場合は、一般動詞の疑問文でも

や は使いません。また、 は三人称単数としdoes Who

て扱います。）

) 彼は放課17 Does he go to the bookstore after school?

does he go after後、本屋さんへ行きますか。 Where

彼は放課後 行きますか。school? どこへ

) 健太18 Does Kenta leave home at 7:20 a.m. every day?

What timeは毎日午前７時２０分に家を出ますか。

何時does Kenta leave home every day? 健太は毎日

家を出ますか。に

) その雑誌は４５０円です19 Is the magazine 450 yen?

いくらか。 その雑誌はHow much is the magazine?

ですか。

Who20 Is he Junko's brother?) 彼は淳子の兄ですか。

彼は ですか。is he? 誰


