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質問文を考える―疑問詞（5W1H）

　 　次の英語を日本語に直しなさい。
□⑴　What do you like to do in your free time?　
　　　［　あなたは自由な時間に何をするのが好きですか。 ］
□⑵　What color is the most popular among the girls?
　　　［　女の子（たち）の間では何色がいちばん人気ですか。 ］
□⑶　How long have you lived in Japan?
　　　［　あなたはどれくらいの間日本に住んでいますか。 ］
□⑷　Where have you been?
　　　［　あなたはどこにいたのですか。 ］
□⑸　How often do the buses come?　
　　　［　バスはどのくらいの頻度で来ますか。［バスが来る回数はどのくらいですか。］ ］
□⑹　Which do you like better, going to the mountains or going to the beach?
　　　［　あなたは山へ行くのと，海辺へ行くのでは，どちらがより好きですか。 ］
□⑺　Which season do you like better, summer or winter?
　　　［　あなたは夏と冬では，どちらの季節がより好きですか。 ］
□⑻　How was your summer vacation?
　　　［　あなたの夏休みはいかがでしたか。 ］
□⑼　Who cooks breakfast for you on Sunday? 
　　　［　だれが日曜日にあなたに朝食を作ってくれますか。 ］
□⑽　Who is that man?
　　　［　あの男性はだれですか。 ］
□⑾　When is your birthday?
　　　［　あなたの誕生日はいつですか。 ］
□⑿　How can I get to the museum?
　　　［　私はどうやってその博物館［美術館］へ行くことができますか。 ］
□⒀　What time and where shall we meet tomorrow?
　　　［　私たちは明日，何時にどこで会いましょうか。 ］
□⒁　How many new notebooks do you need?
　　　［　あなたは何冊の新しいノートが必要ですか。 ］
□⒂　When will you have the next game?
　　　［　あなたはいつ次の試合がありますか。 ］

　 　次の質問文に対する応答として最も適当なものを，ア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。
□⑴　Who is that woman?
　　ア　Ms. Matsumura is. イ　She is a new teacher.
　　ウ　She is very nice to us. エ　She teaches us math.
 ［ イ �］
□⑵　What are you going to do for his birthday?
　　ア　It’s May fourteenth. イ　That’s a good idea.
　　ウ　I haven’t decided yet. エ　I’ll go by bike.
 ［ ウ �］
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□⑶　Which bus should I take to go to Kinkaku-ji?
　　ア　You should take Bus No. 205. イ　You should go by bus.
　　ウ　It will take about 40 minutes. エ　The buses come every ten minutes.
 ［ ア �］
□⑷　When did you start practicing judo?
　　ア　From Monday to Friday. イ　For about three years.
　　ウ　About ten years ago. エ　My grandfather did.
 ［ ウ �］
□⑸　Who called you yesterday?
　　ア　I called Osamu after lunch. イ　We call him Osamu. 
　　ウ　Osamu did in the afternoon. エ　Osamu called you in the morning.
 ［ ウ �］
□⑹　How old is your brother?
　　ア　I have only one. イ　He’s seventeen. 
　　ウ　He’s fine. エ　He’s a high school student.
 ［ イ �］
□⑺　How often do you visit your grandparents?
　　ア　I usually go by car. イ　We usually enjoy dinner together. 
　　ウ　I visit them every week. エ　I’m happy to see them.
 ［ ウ �］
□⑻　What time shall we leave home?
　　ア　About fifteen minutes. イ　We’ll be there before noon. 
　　ウ　It comes every thirty minutes. エ　How about at ten thirty? 
 ［ エ �］
□⑼　What do you want to be in the future?
　　ア　I must study hard for it. イ　I want to be an English teacher.
　　ウ　I’m interested in science. エ　I will go shopping next Sunday.
 ［ イ �］
□⑽　Where are you from, Yukiya?
　　ア　I’m going to Okinawa. イ　I’ll come from Okinawa.
　　ウ　I’m from Okinawa. エ　I’m not from Okinawa.
 ［ ウ �］
□⑾　How is Takeshi today?
　　ア　He looks very tired. イ　He is as old as your sister.
　　ウ　He is watching a tennis match on TV. エ　He is a good singer.
 ［ ア �］
□⑿　Where do you want to go in Kyoto?
　　ア　I want to visit the temple in this picture. イ　I want to go to Kyoto.
　　ウ　I want to go by train. エ　I want to take some pictures of it.
 ［ ア �］
□⒀　What shall we do for the students from China?
　　ア　They can speak English very well. イ　I’m looking forward to seeing them.
　　ウ　How about singing a Japanese song? エ　I hope they will have a good time.
 ［ ウ �］
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場面設定を理解する―適文選択・対話文整序

　 　次の対話文の　　　にあてはまる最も適当なものを，ア～エの中から一つ選び，記号を書きなさい。
□⑴　A：You don’t look well.
　　　B：I think I have a headache.
　　　A：
　　　B：OK.  I will.
　　ア　I don’t think so. イ　I’ll help you with your homework.
　　ウ　You should go to see a doctor. エ　Will you take me to the nurse’s office?
 ［ ウ �］
□⑵　A：Hello.
　　　B：Hello.  This is Akira.  May I speak to Bob, please?
　　　A：
　　　B：Then, could you tell him to call me back?
　　　A：Sure.
　　ア　I see.  I’ll call back later. イ　Sorry, he’s out now. 
　　ウ　Sure.  Just a second. エ　Hi, this is Bob.
 ［ イ �］
□⑶　A：Let’s go to the zoo tomorrow.
　　　B：That’s a good idea.  What time and where shall we meet?
　　　A：How about at ten o’clock in front of the library?
　　　B：
　　　A：Yes.
　　ア　Shall we meet at ten o’clock? イ　Are we going to take a bus?
　　ウ　Are you free tomorrow? エ　We had a good time together.
 ［ イ �］
□⑷　A：Who is the tall man in that picture on the wall?
　　　B：You mean the man standing next to me?
　　　A：Yes.
　　　B：
　　　A：I see.  He looks nice.
　　ア　He is a friend of my father’s. イ　I was very happy then.
　　ウ　You will see him in the party. エ　He is always kind to us.
 ［ ア �］
□⑸　A：May I help you?
　　　B：Yes.  I’m looking for a shirt.
　　　A：Sure.  How about this white one?
　　　B：
　　　A：We have one in a smaller size.  Here you are.
　　　B：Thank you.  This is good.  I’ll take it.      
　　ア　It’s nice, how much is it? イ　It’s nice, but too expensive for me.
　　ウ　It’s nice, do you have one in black? エ　It’s nice, but it looks too big for me.
 ［ エ �］
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　 　次の対話が成り立つように，①～④の　　　にあてはまるア～エの英文を並べかえ，順に記号を書きなさい。
□⑴　A：Where did you go on the family trip?
　　　B：　　　　 ① 　　　　　
　　　A：　　　　 ② 　　　　　
　　　B：　　　　 ③ 　　　　　
　　　A：　　　　 ④ 　　　　　
　　　B：Of course.
 ［ イ　　→　　エ　　→　　ウ　　→　　ア �］
□⑵　A：Excuse me.  How can I get to the City Museum?
　　　B：　　　　 ① 　　　　　
　　　A：　　　　 ② 　　　　　
　　　B：　　　　 ③ 　　　　　
　　　A：　　　　 ④ 　　　　　
　　　B： That’s OK.  Have a nice day.

 ［ ウ　　→　　ア　　→　　イ　　→　　エ �］
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疑問詞のまとめ
◎who…「だれ」 　　Who wrote this menu?　（だれがこのメニューを書きましたか。）
 　　̶ Ms. Shiraishi did.　（白石さんが書きました。）　
◎what…「何」 　　What did you buy?　（あなたは何を買いましたか。）
 　　̶ I bought two books.　（私は２冊の本を買いました。）
　・〈what＋名詞〉の形では，「何の～，どんな～」を表す。
　 　　What food do you like?　（あなたはどんな食べ物が好きですか。）
 　　̶ I like Chinese food.　（私は中華料理が好きです。）
◎which…「どちら」 　　Which is your bike?　（どちらがあなたの自転車ですか。）
 　　̶ This one is.　（これです。）
　・〈which＋名詞〉の形では，「どの～，どちらの～」を表す。
 　　Which train will you take?　（あなたはどの電車に乗るつもりですか。）
 　　̶ I will take the train on Track 1.　（私は１番線の電車に乗るつもりです。）
◎when…「いつ」 　　When is your birthday?　（あなたの誕生日はいつですか。）
 　　̶ It is April 13.　（４月13日です。）
◎where…「どこで」 　　Where did you see him?　（あなたはどこで彼を見かけましたか。）
 　　̶ I saw him near the station.　（私は駅の近くで彼を見かけました。）
◎why…「なぜ」 　　 Why are you in bed?　（あなたはなぜ床

とこ

についているのですか。）　
 　　̶ Because I have a headache.　（私は頭痛がするからです。）
◎how…「どうやって，どう」 　　How will you go home?　（あなたはどうやって家へ帰りますか。）
 　　̶ I will go home by bus.　（私はバスで家へ帰ります。）
　　　　　　　　　　　〈注意〉W

×
hat will you go home?（あなたは何

×
で家へ帰りますか。）としないこと。

　・〈how＋形容詞・副詞〉の形では，「どれくらいの～」を表す。
　　how long…期間や長さをたずねる， how many…数をたずねる， how much…値段や量をたずねる，
　　how often…頻度をたずねる， how old…年齢や古さをたずねる
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ア　Did you enjoy shopping there? 
イ　We went to Hawaii.
ウ　It was great. 
エ　How was it?

ア　Good.  Could you tell me the way?  
イ 　Sure.  Go straight, turn right at the first 
corner, and you’ll see it on your left.

ウ　You can walk to it from here.
エ　I see.  Thank you very much.


