
中英1-5-2(1)
2. when , where , how5章 いろいろな疑問文

● When ～ ? 「いつ」

＜ ～ に ＞ の復習

6時に at six 月曜日に on Monday

午前（朝）に in the morning 9月に in September

at ＋時間 、 on ＋曜日/日付 、 in ＋月/年 など

他にも after ～ ～のあとで before ～ ～の前に

あなたは いつ テニスをしますか。

When do you play tennis?

疑問詞 when を文頭におき、そのあとに 疑問文をつける

日曜日にします。 I play tennis on Sunday.

＊ you で訊かれたら I で 答える

On Sunday.
だけで答えることも OK！



中英1-5-2(2)
1 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) あなたはいつピアノを弾きますか。 放課後です。

do you  the piano?    .

(2) トムはいつ図書館に行きますか。 午前に（行きます）。

Tom  to the library?
.

(3) あなたの誕生日はいつですか。 3月3日です。

your birthday?    It’s  3.



中英1-5-2(2)
1 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) あなたはいつピアノを弾きますか。 放課後です。

When   do you  play  the piano?    After   school .

(2) トムはいつ図書館に行きますか。 午前に（行きます）。

When  does   Tom  go   to the library?
In   the   morning   .

(3) あなたの誕生日はいつですか。 3月3日です。

When  is   your birthday?    It’s  March   3.



中英1-5-2(3)

● Where ～ ? 「どこ」

＜ ～ に、 ～ で ＞ の復習

壁に on the wall 机の上に on the desk

公園に（で） in the park 学校で at school

on …～の上に（接触） in … ～の中に

at … ～で（に）狭い範囲 near … ～の近くに

あなたのかばんは どこに ありますか。

Where is your bag?

（それは）テーブルの上にあります。

It is on the table. On the table.
だけでも OK！

疑問文の語順

彼らは どこで テニスをしますか。

Where do they play tennis?

公園でします。 They play tennis in the park.

In the park.



中英1-5-2(4)
2 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) トムはどこにいますか。 彼は自分の部屋にいます。

is Tom?    He is  room.

(2) あなたはどこに住んでいますか。 東京に住んでいます。

you  ? I live  .

(3) あなたの学校はどこにありますか。 駅の近くです。

your school?    It’s  the station.

彼の



中英1-5-2(4)
2 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) トムはどこにいますか。 彼は自分の部屋にいます。

Where   is Tom?    He is  in   his room.

(2) あなたはどこに住んでいますか。 東京に住んでいます。

Where   do   you  live   ? I live  in   Tokyo   .

(3) あなたの学校はどこにありますか。 駅の近くです。

Where   is   your school?    It’s  near   the station.

彼の



中英1-5-2(5)

● How ～ ? 「どのくらい～、どう」

数をたずねる How many ～ ? 「いくつの～」

あなたは本を何冊持っていますか。

How many books do you have?

私は3冊持っています。

I have three (books).

複数形 疑問文

3 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) あなたはボールを何個持っていますか。 10個持っています。

do you have?    I have  .

(2) あなたは手にペンを何本持っていますか。 4本持っています。

do you have  your hand?

I have  . ＜手の中に＞



中英1-5-2(5)

● How ～ ? 「どのくらい～、どう」

数をたずねる How many ～ ? 「いくつの～」

あなたは本を何冊持っていますか。

How many books do you have?

私は3冊持っています。

I have three (books).

複数形 疑問文

3 日本文に合うように、英文を書き入れましょう。

(1) あなたはボールを何個持っていますか。 10個持っています。

How   many   balls   do you have?    I have  ten .

(2) あなたは手にペンを何本持っていますか。 4本持っています。

How   many   pens   do you have  in   your hand?

I have  four   . ＜手の中に＞



中英1-5-2(6)

(4) 彼は何歳ですか。 彼は16歳です。

年齢をたずねる How old ～ ?  「～は何歳ですか」

あなたは何歳ですか。 How old are you?

(3) 彼は何人兄弟がいますか。 2人います。

he have?

私は13歳です。 I am thirteen (years old).

he?    He’s  .

(5) このカメラはいくらですか。

値段をたずねる How much ～ ?  「～はいくらですか」

これはいくらですか。 How much is this?

50円です。 It is fifty yen.

camera?

He  .



中英1-5-2(6)

(4) 彼は何歳ですか。 彼は16歳です。

年齢をたずねる How old ～ ?  「～は何歳ですか」

あなたは何歳ですか。 How old are you?

(3) 彼は何人兄弟がいますか。 2人います。

How   many   brothers   does  he have?

He  has   two   .

私は13歳です。 I am thirteen (years old).

How   old   is   he?    He’s  sixteen .

(5) このカメラはいくらですか。

値段をたずねる How much ～ ?  「～はいくらですか」

これはいくらですか。 How much is this?

50円です。 It is fifty yen.

How   much   is   this camera?



中英1-5-2(7)

中英1-5-2終了

(6) 彼はどうやって駅へ行きますか。 自転車で行きます。

方法・手段をたずねる How ～ ?  「どうやって」

How do you go to school?

私はバスで行きます。 I go to school by bus.

go to station? .

(7) あなたのお母さんは どうですか。 元気です。

状態をたずねる How ～ ?  「（具合は）どうですか」

あなたの具合はどうですか。（元気ですか。） 元気です。

?

How are you?                               I’m fine.

fine.

あなたはどうやって学校へ行きますか。

＜by ＋乗り物 ＞ 「～で」 By bus. だけでOK！



中英1-5-2(7)

中英1-5-2終了

(6) 彼はどうやって駅へ行きますか。 自転車で行きます。

方法・手段をたずねる How ～ ?  「どうやって」

How do you go to school?

私はバスで行きます。 I go to school by bus.

How   does   he   go to station? By   bike .

(7) あなたのお母さんは どうですか。 元気です。

状態をたずねる How ～ ?  「（具合は）どうですか」

あなたの具合はどうですか。（元気ですか。） 元気です。

How   is   your   mother ?

How are you?                               I’m fine.

She   is   fine.

あなたはどうやって学校へ行きますか。

＜by ＋乗り物 ＞ 「～で」 By bus. だけでOK！



中英1-5-2(補)補充問題

1 次の対話が成り立つように、 に 適する語を書きなさい。

(1)   A： rackets do you have?

B： I have two.

(2)   A： Emi live?

B： She lives in Osaka.

(3)   A： do you play tennis?

B： I play tennis Sunday.

(4)   A： is your father?

B： He is forty years old.

(5)   A： is this book?

B： It’s 500 yen.



中英1-5-2(補)
2 次の文の下線部をたずねる文を作りなさい。

(1) She has three cats.

(2) He is  at home.

(3) I go to school by bike.

3 日本文を英文にしなさい。

(1) これらは だれのえんぴつですか。

(2) 彼は いつテレビを観ますか。



中英1-5-2(補)補充問題

1 次の対話が成り立つように、 に 適する語を書きなさい。

(1)   A： How   many   rackets do you have?

B： I have two.

(2)   A： Where   does   Emi live?

B： She lives in Osaka.

(3)   A： When   do you play tennis?

B： I play tennis on   Sunday.

(4)   A： How   old   is your father?

B： He is forty years old.

(5)   A： How   much   is this book?

B： It’s 500 yen.



中英1-5-2(補)
2 次の文の下線部をたずねる文を作りなさい。

(1) She has three cats.

(2) He is  at home.

How many cats does she have?               

Where is he?                                        

(3) I go to school by bike.

How do you go to school?                      

3 日本文を英文にしなさい。

(1) これらは だれのえんぴつですか。

Whose pencils are these?               

(2) 彼は いつテレビを観ますか。

When does he watch TV?


