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ズバリ
、

疑問詞とは?

YeSやN0で答えない疑問文もあるんだ。

1. 1S/YeS 2. vvhat/ 1t

解説日本語での会話でも,「何ですか」と質問されて「はいそう

です」「いいえ,ちがいます」と答えるのはおかしい。「それは0

0です」と答える。英語の場合も「何ですか」「いつですか」「ど

こですか」などと聞かれたら, Yes/N0で答えるのではなく,「そ

です」と答える。このようなYes/N0 で答えない疑問れは

文に使われる「何」「いつ」「どこ」のような語句を疑問詞と言い,

N配hat, who, whose, which, where, when, HOWなどが

ある

^^^^^^^^^^^

＼

＼
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1.何 2.だれ 3.どこ 4.いつ

解説いくつかの疑問詞をとりあげているが,それぞれの疑問詞につ

いては,各項目で詳しく学ぶので,ここではどんなものが疑問詞

になるのか,見ておこう。 1.ふつうものについて「何?」とた

ずねるのはWhat。 2.人について「だれ?」とたずねるのは

Who。 3.場所について「どこ?」とたずねるのはWhere。

4.時について「いつ?」とたずねるのはWhen。

ノ

P2 ・ 3

1.イ 2.ウ 3.ア 4.エ

解説疑問詞のついた疑問文は 1.3.4.。2 はYes/N0 で答える。ア

「それはノートです」イ.「1皮はトムです」ウ.「いいえ,ちが

います」エ.「それはバッグの中です」
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口
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ズバリ
?

Vvhatis ~?の疑問文と答え方

「何?」とたずねるのはVvhat ~?

1. vvhet/ 1t 2. vvhat/ 1t'S

解説 1.1hisisabird.をまず疑問文にすると,1Sthis abird?とい

う文ができる。下線部abirdがわからないとすると,これを

What にして文のはじめ〔文頭〕に置いたのが. whatisthis?とい

う疑問文だと考える。疑問詞はふつう文頭に置いて使う。/

単数のものを受けて答える場合にはltを使う。 2. nat

buildingisalibrary の下線部がわからないと考える。この文の

ように, that[壮lis]を「あの〔この〕」の意味に使った文も同じよ

うに考える。/ 1tiSやその短縮形lt'S を使って答える。 aや

an なども忘れないようにしよう

1. vvhat are those on the sofa?

2. They are nevv cDS.

3. vvhat ere your hobbies?

1. vvhat/ 1t 2. vvhat'S/ 1t'S

解説 1. whatのあとは疑問文の,吾順isthatが続く。/ that とい

う単数を受けるので, it を使う。 thiSやthat,その他単数のもの

を受けるにはit を使う 2.空所が1つなので, whatiSの短縮

形訊小afS を使う/やはり空所が1つなので,1tiSの短縮形

IfS を使う。 cherrytree の Cherry は「サクランボ」の意味0

2

P4 ・ 5

1. vvhat is that on the desk?

2. 1t is a computer.

3. vvhat is your name?

4. My name is Ken.

解説 1. onthedesk(机の上くの,に>)のように,場所を表す語句が

続く文にも慣れておこう。 2.名詞の前につく aやanも忘れな

いように。 3.名前をたずねる言い方だが,この表現は少しぶっ

きらぼうな言い方になるので,年上の人などには使わないほうが

いい。 4.3 の質問には,1fs[1tis] Ken.と答えてもよいが,

Mynameis~.としたほうがていねいな言い方になる

ズバリ
3

Vvhatare ~?の疑問文と答え方

複数.形にはareを使う!

1. are/They 2. are /They're

解説 1. noseare~.の~の部分がわからなくて, whatにして文

頭に出したものと考える。疑問文なので. arethose という疑問

文の三割順になる。/複数を受けるので,itではなくthey を使う。

2. Theseanimalsare ~.の~がわからないと考える。名詞の前

につく these は「これらの」, those は「あれらの」の意味になる。

/ Theyareの短縮形They'reを使う主語が複数を表すので,

aや an は使わない。なお, whatare の知縮形はWhat're であるが,

WhatiSの短縮形WhafS ほどには使われない。

1. vvhatare /They 2. vvhatare /They're

解説 1.この文の壮lese は「これらは」の意味。/「これらは」→

「それらは」とすることに注意。 2.この文の廿lese は「これらの」

の意味この意味では直後に複数形の名詞が続く。thoseも同じ。

/ about(~にっいて)はよく使う語なので覚えておこう

P6 ・フ



4. They're music and sports.

解説 1. are仕10se という疑問文のi剖順になることに注意。 2. CD

のような略語の複数形は,そのまま複数のSをつけるだけでよい。

3.趣味を聞くときは,単数形でNuhat'syourhobby?のように

することも多い 4. they're は theyare の短縮形

ズバリ
4

Vvhat do[does]~?の疑問文と答え方

疑問詞のあとは疑問文の語順に!

1. do/have 2. does/1ikes

解説 1. what以下は一般動詞の疑問文の,剖順になる Youhave~

inthebag.の~を Whatにした疑問文と考える/ whatの疑

問文の答えには,疑問文に使われている動詞を使って答える。簡

単に Some notebooks.と答えることもある。 2. yoursister 力§

3人称・単数なので, d0 ではなく doeS を使う。/主語が3 人

称・単数なので,1ike に S をつける。

1. vvhetdo / see 2. does, have / has

解説 1. whatのあとに d0で始まる疑問文のi割順を続ける。/

語が1になることにも注意。 2.主語はSheで3人称・単数。

have の 3人称・単数形はhas。

3

る」の意味の一般動詞 SundaySのように曜日に Sがつくと「(い

つも)日曜日には」の意味が含まれる。 2. Mth は「~と(いっ

しょに)」の意味 3. Tom は3人称・単数なのでdoeS を使う。

4. watch の 3 人称・単数形は eS をつける。

知って得するコーナー

Xvhatが主語として使われるときはX配hatのあとに一般動詞や

be動詞が続く。なお, whatは 3人称・単数扱いになる。

Iuhathappenshere?(ここで何が起こるのですか)

訊小atisonthemoon?(月には何がありますか)

】. vvhet do they do on sundays?

2. They play basebe" vvith friends.

3. vvhat does Tom vvatch on TV?

4. He vvetches sports and dramas.

解説 1.はじめの d0 は疑問文を作るための d0で,2つ目の d0 は「す

P8 ・ 9

ズバリ
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Vvhat +名詞~?の疑問文と答え方

<Vvhat +名詞>で「どんな~,何の~」の意味。

1. vvhat / 1ike 2. sports[sport]/ plays

解説ここで使われているWhatは「どんな~」「何の~」の意味で,

Whatsports 「どんなスホーツ」のように,名詞の前に置いてぃ

つしょに使われる。この訊小at十名詞>は切り雛して使うことは

できないのでX彫hatdoesheⅡkesports?のような文はまちがい。

2. sportでも正解。答えの文では主語が3人称・単数なので

PlayS とする。

/

PI0・11

1. vvhatbooks/read 2. vvhat, does / 1ikes

解説 2.主語は3人称・単数であることに注意。

1. vvhet subjects does he study today?

2. He studies En目lish and math.

主



3. vvhat lengua目e does Tom speak?

4. He speaks En宮lish.

解説 1. d0 を doeS に。 2.study を StudieS に。 3. d0 を doeS に

4. speak を SpeakS に0
知って得するコーナー

<What+名詞>の他の例文

Whatfooddoyoulike?(あなたはどんな食べ物が好きですか)
訊小atanimalsdoyoUⅡke?(あなたはどんな動物が好きですか)
X刃hatlanguagedoyouspeak?(あなたは何語を話しますか)

メバリ
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時刻のたずね方と答え方1

「何時?」はVvhattime ~?

1. vvhat/ 1t 2. time/忙'S

解説 1. whattimeで「何時」の意味になる。/時刻を表す文の

主語にはlt を使う。このltには「それは」などの意味はない0

2. time は「時刻,時問」の意味。/ 1tiSの短縮形lfS を使う

「~時・・・分」は,~と・・・の数をj順に並べる。

1. vvhattime / 1t'S,0'clock 2. vvhat,itノ代'S, a什ernoon

解説 1.0'dock は「~時(ちょうど)」のときに使い,省くことも

ある。ただし,「~時・・・分」のとき(ちょうどでないとき)にはっ

けてはいけない。 2.「午後の〔に〕」は in 仕le afternoon。 in を

使うことと, the をっけることに注意。「午前・朝の〔に〕」は in

血e morning,「タ方の〔に〕」は in the evening とする0

1. vvhat time is it in London?

2. 1t's six o'clock in the evening.

3. vvhat time is it over there?

4. 1t's nine thirty in the mornin宮.

知って得するコーナー

a.m.〔am. A.M., AM〕は「午前」, P.m.〔pm, RM., PM〕は「午
後」の意味だが一必ず数のあとに置いて使う。また,ちょうどの

時刻には 9a.m.のように使い,9:ooa.m.とはふっうしない0 こ

のとき,ちょうどの時刻でも 0'clock はつけない。

0 9:30a.m. x a.m.90 9a.m.

X 9:000'docka.m.△ 9:ooa.m.

次のような使い方もするので注意しておこう。

O the9a.m.train (午前 9時く発>の列車)

O the9:30a.m.廿'ain (午前 9時半く発>の列車)
P12・13

メバリ
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時刻のたすね方と答え方2

「何時に~するか?」はVvhattime do[does]~?

1. do/at 2. does/1eaves

解説 1. what廿meのあとに一般動詞の疑問文の語順を続ける0 /

時刻の前の atに注意。 2.主語が3 人称・単数なのでdoeS を
使う。/動詞に S をっけるのを忘れないように。

1. do / atseven 2. does /底oes, at

解説 1.主語はyoU なのでd0 を使う。/「7時(ちょうど)」
刻であるが,0'clock はなくてもよい 2. Emiは 3 人称

P14・15

の時

単数



なのでdoeS を使う。 gotobed(寝る)は重要表現。

人称・単数形はgoes。

1. vvhat time do yoU 目日t to scho01?

2. 1 eet to school at ei目ht fi什een.

3. vvhattime does he have lunch?

4. He has lunch at tvvelve o'clock.

解説 1. getto~(~に着く)は重要表現。 2.「~時・・・分」は順に~

とー・の数を並べる。 3.主語は 3人称・単数でdoeS を使う。

4. have の 3 人称・単数形は haS になる。

知って得するコーナー

時刻について「~ごろ」と言うには.時刻を表す数の前に about

をつければよい。ただし,このとき atは省かれることがよくある。

「手厶は 7時ごろに起きる」は lgetup (at) aboutseven.

/ g0 の 3

ズバリ
B

曜日のたずね方

「何曜日?」はVvhat day ~?

1. day / 1t'S

解説 1. it は省いてもよい。 it があるものは ltisTuesday today,

ないものはTodayisTuesday をもとにした文と考える。/ 1t

isTuesday のような答え方でもまちがいではないが,ふつう短

縮形を使って,1t'S ~.とする。

盟① Sunday ② Monday ③ Tuesdey

④ Vvednesday ⑤ Thursday ⑥ Friday

⑦ Saturday

5

1. vvhat dey / 1t'S

1. vvhat day is today?

3. vvhet day is it todey?

ズバリ
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日付のたずね方

「何月何日?」はVvhat's the date today?

1. date / 1t'S

解説 1. date の前に theがつくことに注意する。/日付を表す文

でも主語には lt を使うふつう lt'S と短縮形を使う。 1t'S のあと

に明→日にちの数>で順に並べる。5 とあっても,読むときは(the)

五丘h と読む。(theが書いてなくても the をつけて言うことがある)
じ」す

この順序を表す数を序数という。これに対し,もとの 1,2,ー・の
き,う

数を基数と言う。特別な形の序数もあるので,19ページで確ぎ忍

しておこう。

囲① Januery ② February ③ March

④ Apri1 ⑤ May ⑥ June ⑦ duly

⑧ AU目Ust ⑨ September

⑩ October ⑪ November ⑫ December

解説月の名も大文字で書きはじめることに注意する。

2. day,it / 1t's sunday

2. 1t'S December l.

2. 1t'S Monday.

4. 1t'S Tuesday.

P16・17

P18・19

1. vvhet's the date todey?

2.1 は(the)丘rst と読む解説

1. vvhet'S, date / 1t'S August

解説 1.10 は(the)tenth と読む。
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【まとめ】vvhatで始まる疑問文

Vvhatの疑問文をしっかりマスターしよう。

】. vvhat/have 2. is/ 1t'S

解説 1. whatはhaveの目的語。/疑問文に使われた動詞を使

つて答える。 2.主語の hisfalnilynalne はit に置きかえられる

ので,単数扱いでiSを使う。/空所が1つなので短縮形を使う。

1.これらの木は何ですか。

2.あなたの国では何時ですか。

3.あなたはふつう〔ふだん〕どんなスボーツをしますか。

4.きょうは何曜日ですか。

5.きょうは何月何日ですか。

1. vvhattime do you leave home?

2. vvhat subjects does Tom like?

3. vvhat do you have forlunch?

4. vvhat ere those things on the table?

解説 1. whattime(何時に)のあとは一般動詞の疑問文の語順。

2. whatsubjectS がⅡke の目的語になる。 3. whatがhave

の目的語。 4. thosethingS は複数を表すのでare を使う。

P20 ・ 21

1. vvho is / He'S 2. vvho are /They are

解説 1. thatstudentは単数なのでiS を使う。/ HeiSの短縮形

を使う。 2. thosepeople は複数を表すのでare を使う。

Peopleは,形は単数でも複数扱いにすることに注意/

111ey に合う be動詞は are。

1. vvho is thet men over there?

2. He's my En目lish t日日Cher.

3. vvho are these sin尽ers?

4. They ere Aya and Ayu.

解説 1. amが不要。 2. iSが不要。 he'S に iSが含まれている。

3. iSが不要。 thesesingerS と主語は複数。 4. she が不要。「彼

女たちは」は they。

Vvh0の疑問文と答え方2

Vvh0が主語だと3人称・単数扱い!1 ズバリ
1 、2 P24 ・ 25

1. vvho/d0 2. uses/does

解説 1.「だれが」と一般動詞の疑問文の主語になるのはWho。/

答えの文は主語が1なのでd0 を使う。このd0 は teachEngⅡSh

I thisyearのこと。くり返しをさけるためにd0かdoeSだけを使う。

2. useの 3 人称・単数形にする。/ Mym0壮lerは 3 人称・単

1 数なのでdoeS を使う。この doeS は UseS壮latcomputerのこと

える/ thisboyを受けるのでHe(彼は)にする。

2. Thosegirlsare ~.の~を Wh0 にして文頭に置いた疑問文と

考える。/ thosegirlS は複数を表すので, Theyで受ける。

1バリ
い

Wh0の疑問文と答え方1

「だれ?」と聞くときはVvho ~?
P22 ・ 23

2. are / They1. vvho / He

解説 1.1hisboyis~.の~を Wh0 にして文頭に置いた疑問文と考

6



1. vvho has /d0 2. vvho uses / does

解説 1.「~の所有者はだれですか」→「~をだれが持ってぃますか」
と考えるO wh0 は3人称・単数扱いなのでhaveの3人称.単
数形のhaS を使う。/ 1なのでdo。 2. use の 3 人称.単数
形は S だけをっける。/主語は Mysisterで, she に置きかえ
ることができるので3人称・単数になる。 doeS を使う

1. vvho speaks En目lish vve11?

2. My mother does.

3. vvho opens the door every day?
4. Emi and Kumi do.

解説 1.iSが不要。wh0の直後に一般動詞を続ける 2. d0が不要。
mymother は 3 人称・単数。 3. d0 が不要。 4. doeSが不要
主語のEmiandKumiは複数で,3人称・単数ではない

知って得するコーナー

be動詞がWh0のあとに続いて,文の主語になる疑問文がある。
一般動詞の疑問文と同じょうに, wh0 は3人称.単数扱いにな
るので, be動詞はつねに iS になる

Whoisinthatroom?(あの部屋にいるのはだれですか)
なお,この文のbe動詞は「いる」の意味であることにも注意。

おく。 whoiS の短縮形Who'S とは別の単語である。また,疑問

文なので<Whose+名詞>のあとは疑問文の語順が続く。答えの
文に使う所有格, my (私の), your (あなたくたち>の), his (1皮の),
her (彼女の), our (私たちの),壮leir (1劇女>らの)ももう一度
確認しておこう0 2.主語は壮lese と複数なのでbe動詞はare。
/人の名前や名詞の所有格は,<'S>をっけて表す。

Vvhoseの疑問文と答え方1

「だれの~?」はVvhose ~?

1. vvhose / my 2. vvhose, ar日ノ Ken'S

解説 WhoseはWh0の所有格で,直後に名詞がくることを押さえて

1. vvhose son8/ Aya'S 2. vvhose children /Theゾre our
解説 1. whoseのあとに名詞Song を続ける。/人名を表す名詞

Aya に<'S>をっけてAya'S で所有格になる。 2.壮10se とある
ので, whoseのあとの名詞も複数形になる。 child の複数形は
Children。/「私たちの」はOur。

1. vvhose computer is this?

2. 1t's her computer.

3. vvhose horses are those?

4. They ere my aunt's horses.

知って得するコーナー

Whose は「だれのもの」の意味で使われることもある。

Whoseisthispencil?(この鉛筆はだれのものですか)

^Ⅱ'smine.(それは私のものです。)<血neは「私のもの」の意味>

P26 ・ 27

7

Vvhoseの疑問文と答え方2

1 ズバリ(vvhose+名詞>のあとは疑問文の語順!
1、4 ゜゜゜ P28 ・ 29

】. vvhose, do / 1ike Aye'S 2. vvhose, does / reads her



解説<Whose十名詞>のあとはd0やdoeSで始まる一般動詞の疑問

文のi剖順が続くこともある。 1.主語がyoU なのでdo。/ Aya

の所有格はAya'S。 2.主語がhe で3人称・単数なのでdoes

/ read に S をつけるのを忘れないように。「彼女の」はher

1. vvhose songs / sin目 my 2. vvhose, does / father'S

解説 1. whosesongSがSingの目的語。/疑問文に使われた動

詞(sing)を使って答える。 2.主語がhe なので doeS を使う
/ hisfather の所有格は hisfather'S。 wantS の S にも注意

1. vvhose advice do you need?

2. 1 need my teacher's advice.

3. vvhose house does she visit todey?

4. she visits Tom's house.

解説 1. whoseadvice のあとに疑問文の二剖順を続ける。

2. teacherの所有格がteacher'S。 3.主語がShe で3 人称

数なのでdoeS を使う。 4. Tomの所有格はTom'S

Vvhichの疑問文と答え方 1

ズバリ「どっち?」はVvhich
、5 P30 ・ 31

1. vvhich / iS 2.い/hich, or/one

解説 1.~isyourcar.の~の部分にWhich を使った疑問文と考え

る。/ Thisred oneis (mycar).の()の部分を省略したもの

と考える。「私のもの」の意味を表すmine という語を使って,

nisredoneis mine.と答えることもある。 2. or は「~か(そ

れとも)・・・」の意味で,いくつかあるうちから選んで答える疑問

One は

の意味

文に使うが,ふつうの肯定文にも使うことができる。

Iwantcoffeeortea.(私はコーヒーか紅茶がほしい)

1. vvhich is / one iS 2. vvhich, or/ one

解説 1. whichis~?で「どちらが~ですか」の意味。/

UmbreⅡaのこと。 2. AorBで「A かBか(どちらか)」

になる。/この one は Seatのこと。

1. V、/hich is Ken's car?

2. That lar目e one is.

3. V、/hich is your do", this one or that one?

4. This pretty one is.

解説 1. Ken の所有格Ken'S にも注意しておこう。 2.この one

は Carのこと。この文のように, one は形容詞をその前に置いて

使うこともできる。<血at[this,a,an]十形容詞+ one>の語順にな

る。 3. whichis ~,AorB?で「どちらが~ですか, A ですか

(,それとも)Bですか」の意味になる Aor召の前にコンマ(,)

を打っのを忘れないように。 4.<this +形容詞(pretw)+ one>

の三剖順に注意しておこう。

知って得するコーナー

「~のもの」を意味する語といっしょに使う Which もある。

Whichisyours?(どちらがあなたのものですか?)くyourS は
「あなたのもの」の意味>

^It'smine.(私のものです。)

..

単

8
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ズバリ
、6 P32 ・ 33

1. V、/hich /use 2. vvhich,目oes /does

解説 1. whichは「どの~,どちらの~」の意味で,名詞の前にも使

うことができる。似た用法・意味のものに晒小atがあるが, which

は決められた範囲から(たとえぱ目の前にあるものなど)選ぶ場合に

使い, whatは範囲が決められていないものから選ぶのに使う。

/答えの文には.疑問文に使われた動詞を使う。 2.くWhich+

名詞(単数形)>が主語として使われている。したがって,この直後

に動詞が続く形になる。 3人称・単数になるので動詞にはS, eSが

つく。/主語に使われたWh0 と同じように, do(es)で代用する

ことができる。ここではgoestotheⅡbraryのかわりをしている

Vvhichの疑問文と答え方2

Vvhichは「どの~,どちらの~」の意味でも使うよ。

1. vvhich, do /vvant 2.い/hich,目oes / does

解説 1. yoUが主語でWantという一般動詞があるのでdo。/疑

問文に使われた動詞を使って答える 2. whichtrainが主語に

なるのでgoeSが入る/このdoeS はgoestoAM始のかわり

2. vvhere does / in

1. V、/hich vvetch does she vvant?

2. she vvents that vvhite one.

3. vvhich buS 目oes to the museum?

4. This bus does.

解説 1. whichwatch は Wa11tの目的語 2. one はWatch のかわり。

3. whichbuS が文の主言吾。 4. doeS は goest0 廿le museum
のかわり。

Vvhereの疑問文と答え方1

「どこ?」はVvhere ~?

1. vvhere / on 2. vvhere are / in

解説 Whereで始まる疑問文のbe動詞は「ある,いる」の意味に

なる。答えの文のbe動詞も同じ。 1.主語がyournewwatchで

単数なのでiSを使っている。/場所を表す語句を使って答える。

On は上にあるだけでなく接触状態にあれぱ'「壁に」(onthe

WaⅡ),「天井に」(onthece山ng)にも使うことができる。 2.主

語が複数なのでare を使う。/ in は「~(の中)に」の意味に

使う。inやon などを前置詞ということも覚えておこう。

P36 ・ 37

1. vvhere is / He's in 2. vvhere are / under

解説 1. yourfather は 3 人称・単数なので iS を使う。/ HeiS の

短縮形を使う。「~に」は in。 2. yourcatSが複数なのでare

を使う。/「~の下に」はUnder。

】. vvhere is yourscho01? 2. 1t's neerthe park.

3. vvhere are your children? 4. They're in the 宮arden.

解説 1. areが不要 yourscho01が単数なのでiSを使う。 2. they're

が不要。 yourscho01は it で受ける。 3. iS が不要。 yourchildren

は複数なのでare を使う。 4. onが不要。「~に」はm

P34 ・ 35

ズハリ
、B

1.

Vvhereの疑問文と答え方2

Vvhereのあとは疑問文の語順!

9

V、/here do / 1ive in
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解説 1.ⅡVeは一般動詞。

単数でdoeS を使う。/

1. vvhere do / in 2. vvhere does / at,in

解説 1. whereのあとは一般動詞の疑問文の語順に。/「この部

屋の中で」と考えて in を使う。 2.主語はheで3人称'単数

/ atは比較的狭い場所に,inは比較的広い場所に使うのが原則
比較的ということは,1の thisroom よりは明らかに Ka11daのほ

うが広いが,相対的に狭いほうにはatを,広いほうにはin を使う

/「~に」は in。

「この部屋の中で」

1. vvhere do they play on sundays?

2. They play on the pley目round.

3. vvhere does she have lunch?

4. she has lunch in the park.

解説 1. playが目的語(~を)をともなわないと「遊ぶ」の意味にな
ることが多い。 2.「運動場で」は on〔または in〕theplayground
とする。 4.「公園で」は intheparkがふっうだが, atthepark

とすることもある

知って得するコーナー

次のうち*がっいているものは, inやatなどを含むので,この

前にこれらの語をつける必要はない

On(~の上に) in(~くの中>に) under(~の下に)

by(~のそばに) near(~の近くに) at(~で)
* here (ここに,ここで)* there (そこに,そこで)

* overthere (あそこに,向こうに)

次のWhereで始まる会話表現も覚えておこう。

2.主語は 3 人称

と考えて in を使う
凡Nhere areyoU 丘om[doyou come丘'om]?
-rm[1Come] h'omJapan.

(あなたはどこの出身ですか。一日本の出身です)

10

メバリ
、9

Vvhenの疑問文と答え方1

「いつ?」はVvhen ~?

1. vvhen/ 1t'S 2. vvhenare /every

解説圦小attime は「何時に?」と「~時(・一分)」の時刻をたずね

るのに対し, when は幅広く「いつ?」とたずねるのに使う0 た

だし,前後関係によっては訊小印で時刻をたずねる場合もある0
1. when のあとは疑問文のZ副順になる。/ 1fsonseptember

S即tember(the)加enue廿1。表記するときは単に 20 だけでもよ
い。 2.主語がyoU なのでbe動詞には are を使う0 / every
を使う場合は, on は不要 oneveryFdday としないように0

1. vvhen / 1t'S 2. vvhen is/ in

解説 1.答えの文で,5thは(the)飢h と読む。 2.主語がSheなので

iS を使う。/ morning, afternoon, eveningの前には in を使う0

1. vvhen is your mother's birthday?

2. 1t'S February 8th.

3. vvhen are you at home this vveek?

4. 1'm et home every day.

解説 1. motherが名詞なので,所有格はmother'S になる0

P38 ・ 39

Onをつけて答えることもあのように よι

ー
ー
ー
ー
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2.8th は(t11e) eighth と読む。 eighth のっづりにも注意してお

こっ。 3. home は副詞としても使うので,同じ意味でWhen

areyouhomethisweek?とすることもできる。 thisweek

[month,year](今週,今月,今年)などには in はつけない。

11

ズバリ
20

Vvhenの疑問文と答え方2

Vvhenのあとは疑問文の語順!

1. vvhen do / on 2. vvhen does / a什er

解説 1. wh印のあとは疑問文の語順。 playが一般動詞で主語が

yoU なのでd0 を使う/曜日の前につけるのはon。 2.主

語がKenで3人称・単数なのでdoeS を使う。/「~のあとに」

は after。これと反対の意味を表すのは before(~の前に)。

1. vvhen do / before 2. vvhen does / in

解説 1. studyは一般動詞。/「~の前に」はbefore

は一般動詞で主語が3人称・単数なので, doeSを使う

1. vvhen do you have your sports day?

2. vve have our sports day in fa11.

3. vvhen does your school be目in?

4. our school be8ins in April.

解説 2.季節の前につくのはin。 4.月の前につくのは in

知って得するコーナー

時を表す at, in などのまとめ

・ at:時刻の前・・・atsix o'dock など

' on

' 1n

曜日,日付の前・・・on sunday, on March 3 など

午前〔午後,タ方〕,月,季節,年の前・-inthemorning,
inApdl, in summer, in 2020 など

before (~の前に) a丘er(~のあとで)

P40 ・ 41

P42 ・ 43

【まとめ】vvho. vvhose. vvhich. vvhere, vvhen の疑問文

答えの文から疑問詞を判断するんだ。

1 1. vvh0 2. vvhich 3. vvhere 4. vvhen

解説 1.「だれがきょう教室のそうじをしますか」「アキとアヤがし

ます」 2.「どちらがあなたの鉛筆ですか」「この赤いのが私の

鉛筆です」 3.「あなたはどこに住人でいますか」「手厶は横浜に

住んでいます」 4.「あなたの誕生日はいつですか」「12月12

日です」

2 SW11n

が私の本です」 4.「こちらの女性はだれですか」「彼女は本田

さんです」 5.「あなたたちはどこでテニスをしますか」「私た

ちは公園でテニスをします」 6.「だれがあなたといっしょに

学校へ行きますか」「クミが行きます」

1. vvhose 2. vvhen 3. vvhich 4. vvho

5. vvhere 6. vvho

解説 1.「あなたはだれのコンピュータを使いますか」「私は父のコ

ンピュータを使います」 2.「あなたはいつピアノを練習しま

すか」「金曜日にピアノを練習します」 3.「どちらがあなたの

本ですか,こちらですか,それともあちらですか」「この青いの

り
、

バ
2

ズ



1. vvhendoyou/あなたはいつここへ来ますか。

2. vvh010veSノエミのかわいいネコが大好きなのはだれですか。

3. vvheredo/その生徒たちはどこで本を読みますか。

4. vvhichshiけdoes/トムはどちらのシャツをほしがっていますか。

解説 1.「いつ?」と時をたずねるのはWhen。 2.「だれが?」と

主語をたずねるのはWho。 3.「どこで」と場所をたずねるのは

晒唄ere。 4.「どちらの,どの」とたずねるのはWhich。

ようすのHOWの疑問文と答え方

メバリ「どぅ?」はHOW ~?
22 P44 ・ 45

1. HOVV/ 1'm 2. Hovvis/she'S

解説 1.主語がyoU で動詞はare になる。/ 1amの短縮形を使う。

2.主語がyoursister なので be 動詞は is。 How iS の短縮形 HOW'S

を使うことも多い。/ sheiSの短縮形を使う。

1. Hovv er日ノ 1'm fine 2. HOVV'S / He'S, thenk

解説 2. HowiSの短縮形を使う。/ yourgrandfatherは男性な

のでheで受ける。 HeiSの短縮形を使う。

1. HOVV's your cousin in Tokyo?

2. He's fine, thank you.

3. Hovv ere your parents?

4. They're fine, thank you.

解説 1. yourcousininToky0 で「東京の〔にいる〕いとこ」の意味。

3. yourP甜ents(複数形で「両親」の意味)は複数なので, be動

詞は are になる

天気のHOWの疑問文と答え方

天気にもHOWを使うんだ。

1. HOVV/'1t'S 2. HOVV'S/ 1t'S

解説 1.天気をたずねるには HOW を使う What'S[whatis]壮le

WeatherⅡke?と言うことも多い。/天候や寒暖を表す文の主

語には lt を使う。ここでは ltiSの短縮形を使う Cloudyは

doud(雲)の形容詞形。 2. HowiSの短縮形HOW'S を使う。この

表現では短縮形を使うことが多い。/ rainyはrain(雨)の形容

詞形

」の意味

1. HOVV'S/ 1t'S 2. HOVV'S, vveether/ 1t'S

解説 1. cold は寒暖を表す語。 2. andは「~と〔そして〕

1. HOVV's the vveather today?

2. 1t's very vvarm today.

3. HOVV's the vveather in your tovvn?

4. 1t's hot and dry.

解説ここには出てぃないが「涼しい」は CO01と言う。

方法のHOWの疑問文と答え方

「どぅやって?」にもHOWを使うよ。1 ズバリ
1 24 P48 ・ 49

1. HOVV/by 2. HOVV/vvalks

1 解説 1.「どうやって」と手段や方法をたずねるにはHOW を使う。

HOWのあとには疑問文の語順が続く。/交通手段を答えるに

1 は<by 十乗り物の名前>を使う。このとき,乗り物の名前には a[an]

12

P46 ・ 47



も the もっけないことに注意。bybus(バスで),bytrain (電車〔列

車〕で), bycar (車で), byP1飢e (飛行機で), by ship[boat](船

で)も覚えておこう。 2.「~へ歩いて行く」はWalkto ~で表す。

1. HOVV/by 2. Hovvdo /V、/ith

解説 1. byplane のかわりに byair と言うこともある 2. cutはー

般動詞なのでd0 を使う。/ Mth は「~で,~を使って」の意味。

1. Hovv do you study Enelish?

2. 1Vvetch the En目lish Tv program.

3. Hovv does Ken 目o to scho01?

4. He vvalks to scho010n a sunny dey.

解説 1. HOWのあとは一般動詞の疑問文の語順。 3.主語が3人称

単数なのでdoeS を使う。 4.「劇の前に使うonにも注意しておこう

数のHowmanyの疑問文と答え方

ズバリ「いくつ?」はHow many
25 P50 ・ 51

1. Hovv many / have 2. many books / about

解説 1.「いくつ」と数をたずねるのはHowmany。日本語の「匹」

や「冊」にあたる語は英語にはないので,考える必要はない。

/疑問文に使われた動詞を使って答える。答えの文では数を表

す語のあとの名詞は省略してよい。 2. Howmanyのあとの名

詞は複数形。/「約」はaboutで,数を表す語の前に置く。

1. Hovv much / 1t'S 2. much are / ere

解説 1.値段をたずねるのはHowmuchで,このあとに疑問文の

ヨ副順を続ける。/ thispenci1は単数なのでltで受ける

2. eggS と複数形なのでbe動詞にはare を使う。/ yen には
複数のSはつかないが, d0Ⅱarは複数のSが必要になる。

2. Howmanyのあとには複数形が続く。

1. Hovv many boys do you see there?

2. 1 See e lot of boys.

3. Hovv many books does he r巳日d a vveek?

4. He reads tvvo or three.

解説 1. Howm飢yboySがSee の目的語になる。 2. alotof~(た

くさんの~)はよく使われる表現なので.硴実に覚えておこう。

3. Howma11ybookSがread の目的語になる。主語が3 人称

単数であることにも注意。 aday[week,month]で「1日に〔1週

間に,ひと月に〕(つき)」という意味。 in をつけなくてもよい。

4.「2冊か3 冊」は Noorthree (books)で表す。

知って得するコーナー

Howmany~が主語として使われている疑問文とその答え方

How many students study in this dassroom?

にの教室では何人の生徒が勉強しますか)

^Ihirwstudentsdo.(30 人が勉強します)

1. HOVV,cars/have 2.

解説 1. carSと複数形に注意。

13

meny subjects / studies seven

/疑問文に使われた動詞を使う

ズバリ
1 26

値段のHowmuchの疑問文と答え方

「(値段が)いくら?」は How much ~?
P52 ・ 53
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1. Hovv much / 1t'S 2. much is / hundred d011ars

解説 1.・ 2.「1,000」はthousand,「100」はhundredだが,加0

などの複数を表す語句がついてもSはつかないことに注意する。

1. Hovv much is thet ye110VV T・shirt?

2. 1t's tvvo d011ars and fi什y cents.

3. Hovv much is this nevv phone?

4. 1t's fi什een thousend yen.

解説 2.「~ドル・ーセント」は,~ d011ar(S) a11d ., cent(S)で表せ

ばよい。 cent(S)を省いて言うこともある。 4.「15,000」は

1,000が15 と考えて,飢eenthousand とする。同じように考

えて,「100,000」は, one[a] hundred thousand と言う。
.

知って得するコーナー

「どれくらいの~」と量をたずねるにはHowmuchのあとに名

詞を置きます。次の例を見ておきましょう。

Howmuch moneydoyouwa11t?

(どれくらいのお金がほしいのですか)

Howmuch sugardoyou need?

(どれくらいの砂糖が必要なのですか)

ズハリ
伽

はfourWではなくforw

2. old is / one hundred1. Hovv old / years old

解説 2.日本語にするとき次のことに気をつける。「この木は何歳で

すか」→「この木の樹齢は何年ですか」ほかに Howoldisthis

house[bUⅡding]?にの家〔ビル〕は築何年になりますか)など。

年齢のHowoldの疑問文と答え方

「何歳?」は Hovv old ~?

1. Hovv old / yeers old 2. old is / forty years

解説 1.「何歳?」はHowold。/「1歳」なら oneyearold,

は単数形になる。 2. Howoldのあとは疑問文の語順。/

3.「創立何年ですか」

注意しよう

1. Hovv old is the baby?

2. He's three months old.

3. Hovv old is your scho01?

4. 1t's about fi什y years old.

解説 2.「生後~か月」は~ month(S) old

→Π可年の古さ〔年齢〕ですか」と考える

P56 ・ 57

身長のHowta11の疑問文と答え方

「背たけは?」は How ta11 ~?ズバリ
1 2B

1. Hovvta11/ta11 2. How hi8h / hi尽h

解説 1.身長をたずねるのはHowtaⅡ。/答えの文の最後にねⅡ

をっけるのが原則だが.身長に限ってはねⅡを省いて言うことも

ある。 2.山などの高さをたずねるのはHowhigh。/最後の

high を忘れないように

P54 ・ 55

year

「40」

14

1. Hovvtalv centimeters te11 2. Hovv hi目h / meters hi目h

解説 1. ta11には「背が高い」の意味もある。/く数字+単位+

仏Ⅱ>のヨ剖順に注意。 2. high には「高い」の意味もある。/く数

字(3,フ76)十単位(meters)十 high>のヨ割順。



1. Hovv ta1ΠS that building?

2. 1t'S 50 meters t日Ⅱ.

3. Hovv hi目h is the summit of Everest?

4.忙'S 8β48 meters hi号h.

解説 1. building については high を使うこともある
い方に注意。◇10fB>で.「BのA」の意味になる

田
長さのHowlon8の疑問文と答え方

「長さは?」は How lon8 ~?

1. Hovv lon目ノ 10n目 2. Hovvlon尽/ 10n目

解説 1.実際の長さをたずねる疑問文/最後の10ngを忘れな

いように。 2.時問の長さをたずねる疑問文/ここでも最

後の10ng を忘れないように。

1. Hovv lon尽/ 10n目 2. Hovv lon目/ 10n目

解説 1.実際の長さをたずねる疑問文 2.時間の長さをたずねる

疑問文

1. Hovv lon尽 is this rope?

2.比's ten meters lon8.

3. Hovv lon目 is this En目lish lesson?

4. 1t'S 40 minutes lon宮.

解説 1.実際の長さをたずねる疑問文。 Howlongのあとは疑問文

の語順になる。 2.最後の10ng を忘れないように。 3.時間の

長さをたずねる疑問文。やはり Howlongのあとは疑問文のi剖順

にするのを忘れないように。 4.1分は minute hour(1時問),

Second (1秒)も覚えておこう。

便利な Howabout ~?

1 ズバリ「~はどぅですか?」はHovvabout ~?
1 30 P60 ・ 61

1. Hovvabout/ please /thank 2. Hovv about

解説 1.相手に何かを勧める表現。勧めるものはHowaboutのあと

/勧めるものを受け入れる表現。決まった言い方なのでこのま

ま覚える/勧めるものを断る表現。これもこのまま覚える。

2.相手の意見を求めて「~はどうですか」にも Howabout を

使うことができる。この文の Howaboutyou?は DoyoUⅡke
ra"1e11?ということ。

3. ofの使

15

P58 ・ 59

1. Hovv about/Yes, please /thank yoU 2. Hovv about

解説 1.相手に何かを勧める表現。/ pleaseをつけるように。/

N0で断る場合も thankyoU を忘れないように。 2.このHOW

aboutは相手の意見を求めて,「あした会いましょうか」ということ

1. Hovv about dinner with me?

2. Yes, please.

3. NO, thank you.

4.(vve're fine.) Hovv about you end your famⅡy?

解説 1.この文のWith は「~と(いっしょに)」の意味。 4.この文

の Howaboutyou andyourfamily?は Areyou a11dyourfalnily

6ne?または Howare you andyourfamily?ということ。



メハリ
い

【まとめ】HOWで始まる疑問文

HOWの基本的な意味は「どんな,どれくらしU

1. HOVV 2. many 3. much 4.

解説 1.「あなたはどうやって学校へ行きますか」

へ行きます」 2.「あなたはDVDを何枚持っていますか」「約

50枚持ってぃます」 3.「このポールペンはいくらですか」「100

円です」 4.「あなたのおぱあさんは何歳ですか」「60歳です」

1.きょうはお元気ですか。(できげんいかがですか)

2.そちらの天気はどうですか。

3.あなたのお姉さん〔妹さん〕の身長はどれくらいですか。

4.きょうの会議はどれくらいの長さですか。

5.あなたのお父さんはどぅやって仕事〔職場〕{こ行きますか。
あモ

6.阿蘇山はどれくらいの高さですか。

解説 1.あいさつとしてよく使われる。 2.天気をたずねる文。

3.身長をたずねる文。 4.(時間の)長さをたずねる文 5

通手段をたずねる文。 6.高さをたずねる文。

Old

呼厶はバスで学校

P62 ・ 63

1. Hovv many friends do you have in this tovvn?

2. Hovv much is this electronic dictionary?

3. Hovv does Emi go to scho01?

4. Hovv old is that ta11 tree?

解説 1.数をたずねるのはHowmany。「いる」にはhave を使う。

2.値段をたずねるのはHowmuch。 3.交通手段をたずねるの

は HOW 4.樹齢などの古さをたずねるのはHowold。

1311RI16

知って得するコーナー

Howfar:距離をたずねて「どのくらい遠いか」

Howfaristhestauon?傷尺までどれくらいありますか)

Howsoon :時間をたずねて「あとどれくらいで」

How soon doesthe train ardve?

(あとどれくらいで電車は着きますか)

Howbig :大きさをたずねて「どれくらいの大きさか」

Howbigishishouse?(彼の家はどれくらいの大きさですか
HOW0丘en:頻度をたずねて「どれくらい頻繁に」

How often do you go to the library?

(あなたはどれくらい図書館に行きますか)

交


