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疑問詞の復習

【１】次の疑問詞の意味が分かりますか？

(1) What is this? / What's this? It's chocolate.
これは（ ）ですか？ それはチョコレートです。

(2) Where is my pen? / Where's my pen? It is in the box.
私のペンは（ ）ありますか？ それは箱の中にあります。

Where are my pens? They're in the box.
私のペンは（ ）ありますか？ それは箱の中にあります。

(3) Who is this girl? / Who's this girl? She is Maria, my daughter.
この女の子は（ ）ですか？ 彼女はマリア、私の娘です。

(4) Whose book is this? It is mine.
これは（ ）本ですか？ それは私のものです。

(5) Whose is this book? It is mine.
この本は（ ）ですか？ それは私のものです。

(6) What do you do after school? I play tennis.
あなたは放課後（ ）しますか？ 私はテニスをします。

(7) What language do you study? I study Chinese.
あなたは（ ）言語を勉強していますか？ 私は中国語を勉強しています。

(8) How are you? I'm OK.
（ ）ですか？ 大丈夫です。

(9) How do you come to school? I come by bus.
あなたは（ ）学校に来ますか？ 私はバスで来ます。

(10) Which do you speak, English or Portuguese? We speak Portuguese.
あなたたちは英語とポルトガル語の（ ）を話しますか？ ポルトガル語を話します。

(11) How many DVDs do you have? I have twenty DVDs.
あなたは（ ）ＤＶＤを持っていますか？ 私は２０枚持っています。

(12) How old are you? I am thirteen years old.
あなたは（ ）ですか？ 私は１３歳です。

(13) When can we ski? We can ski in winter.
私たちは（ ）スキーをすることができますか？ 冬にできます。
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【２】次の疑問詞を英語で書きなさい。

(1) ( ) this? It's chocolate.
これは何ですか？ それはチョコレートです。

(2) ( ) my pen? It is in the box.
私のペン（１本）はどこにありますか？ それは箱の中にあります。

( ) ( ) my pens? ( ) in the box.
私のペン（複数）はどこにありますか？ それらは箱の中にあります。

(3) ( ) this girl? She is Maria, my daughter.
この女の子はだれですか？ 彼女はマリア、私の娘です。

(4) ( ) book is this? It is mine.
これはだれの本ですか？ それは私のものです。

(5) ( ) is this book? It is mine.
この本はだれのものですか？ それは私のものです。

(6) ( ) do you do after school? I play tennis.
あなたは放課後何をしますか？ 私はテニスをします。

(7) ( ) language do you study? I study Chinese.
あなたは何の言語を勉強していますか？ 私は中国語を勉強しています。

(8) ( ) are you? I'm OK.
お元気ですか？ 大丈夫です。

(9) ( ) do you come to school? I come by bus.
あなたはどうやって学校に来ますか？ 私はバスで来ます。

(10) ( ) do you speak, English or Portuguese? We speak Portuguese.
あなたたちは英語とポルトガル語のどちらを話しますか？ ポルトガル語を話します。

(11) ( ) ( ) DVDs do you have? I have twenty DVDs.
あなたは何枚のＤＶＤを持っていますか？ 私は２０枚持っています。

(12) ( ) ( ) are you? I am thirteen years old.
あなたは何歳ですか？ 私は１３歳です。

(13) ( ) can we ski? We can ski in winter.
私たちはいつスキーをすることができますか？ 冬にできます。

Mr. Ishidaの楽しい英語学習プリント ２０１９



- 263 -

Mr. Ishidaの楽しい英語学習プリント ２０１９

【３】次の( )に疑問詞を入れて会話文を完成しなさい。

(1) A: ( ) that?

B: It's chocolate.

(2) A: ( ) my book?

B: It is under the desk.

(3) A: ( ) that man?

B: He is Mr. Ishida, our English teacher.

(4) A: ( ) notebook is this?

B: It is mine.

(5) A: ( ) is this book?

B: It is mine.

(6) A: ( ) do you do after school?

B: I play soccer.

(7) A: ( ) subject do you like?

B: I like English.

(8) A: ( ) are you?

B: I'm fine.

(9) A: ( ) do you come to school?

B: I walk to school.

(10) A: ( ) do you like, English or math?

B: I like math.

(11) A: ( ) ( ) books do you have?

B: I have one hundred books.

(12) A: ( ) ( ) is he?

B: He is twelve years old.

(13) A: ( ) can we ski?

B: We can ski in winter.


