◎ 疑問文：いろんなことを「たずねる文」（10 級・９級用）
疑問詞の How や What, Who, Whose, Which, Where, When, Why を使って、いろんなことを
たずねることができます。あわせて、答え方も学びましょう。

１．How（どんなふうに、どれほど） のたずねる文
How do you do? ― How do you do?
はじめまして。― （こちらこそ）はじめまして。
How are you?

― I’m fine.

調子はどうですか / ごきげんいかがですか。― 元気ですよ。
How was your weekend? ― It was great.
週末はどうでしたか。― 最高でした。
How do you go to school? ― I go by bus.
学校にはどうやって通っていますか。― バスで行っています。
How about taking a walk together? ― OK.
いっしょに散歩しませんか。― 行きましょう。
How old is your school? ― It’s about forty years old.
あなたの学校は創立何年ですか。― およそ 40 年です。
How much is this book? ― It’s 980 yen.
この本はおいくらですか。― 980 円です。
How many colors are there in a rainbow? ― There are seven.
にじは何色ありますか。― ７色あります。
How tall is Dick? ― He is six feet tall.
ディックはどのくらいの背の高さですか。― ６フィートです。
How long does it take from here to Tokyo Station? ―About fifteen minutes.
ここから東京駅までどのくらいかかりますか。― およそ 15 分かかります。
How far do we have to walk?

― 2 kilometers.

どのくらいの道のりを歩かなければいけませんか。― 2 キロです。
How often do you go to the movies?

― Once a month.

どれくらいの割合で映画を見に行きますか。― 月に１度です。

２．What（なに） のたずねる文
What is this? ― It’s a flute.
これは何ですか。― フルートです。
What is your father doing now? ― He is reading.
あなたのおとうさんはいま何をしていますか。― 読書中です。
What do you like to do in your free time? ― I like to watch TV.
ひまなときに何をするのが好きですか。― テレビを見るのが好きです。
What day of the week is it today? ― It’s Friday.
きょうは何曜日ですか。― 金曜日です。
What time is it now? ― It’s three twenty.
いま、何時ですか。― ３時 20 分です。
What sports do you like? ― I like baseball.
どんなスポーツが好きですか。― 野球が好きです。

３．Who（だれ、だれが） のたずねる文
Who is that tall boy? ― That’s Dick.
あの背の高い少年はだれですか。― ディックです。
Who opened the window? ― Aki did.
だれが窓を開けたのですか。― アキです。
Who did you see in the park? ― I saw Ken and Dick.
公園でだれに会いましたか。― ケンとディックに会いました。
Who runs faster, you or Dick? ― Dick does.
あなたとディックとではどちらが速く走りますか。― ディックです。

４．Whose （だれの、だれのもの）のたずねる文
Whose bag is this? ― It’s mine.
これはだれのかばんですか。― 私のです。
Whose are these? ― They are Ken’s.
これはだれのものですか。― ケンのものです。

５．Which（どちら、どれ） のたずねる文
Which is your bike? ― Blue one.
あなたの自転車はどちらですか。― 青いほうです。
Which do you like better, summer or winter? ― I like summer better.
夏と冬ではどちらが好きですか。― 夏のほうが好きです。

６．Where（どこに、どこで） のたずねる文
Where is the bus stop? ― In front of that building.
バス停はどこですか。― あの建物の前です。
Where did you put the newspaper? ― On the table.
新聞をどこに置きましたか。― テーブルの上です。
Excuse me, but where am I? ― On the train.
すみませんが、ここはどこでしょうか。― 電車の中ですよ。

７．When（いつ） のたずねる文
When is your birthday? ― It’s June 27.
誕生日はいつですか。― ６月 27 日です。
When did you go there? ― Last Sunday.
そこにはいつ行きましたか。― 先週の日曜日です。

８．Why（どうして、なぜ） のたずねる文
Why did you get up so early? ― To do my homework.
どうしてそんなに早く起きたのですか。― 宿題をするためです。
Why didn’t Ken come yesterday? ― Because he was sick.
ケンはきのうどうして来なかったのですか。― 病気だったからです。
Why don’t you come and see me tomorrow? ― Thank you, I will.
あす、うちに遊びに来ませんか。― ありがとう、行きます。

