
中英1-5-1(1)
1. what , who(se) , which

すでに what （何） , who （だれ） の 疑問詞を学びましたが、

ここでは それ以外の疑問詞も含めて学習します。

5章 いろいろな疑問文

＊疑問詞を使った疑問文では

① 疑問詞はいつでも 文の最初

② 答えるときは、Yes , No ではなく 具体的に答える

● What ～ ?

＜復習問題＞ 英語を書き入れましょう。

(1) これは何ですか。 ----- それは私のかばんです。

this?  ----- my bag.

(2) あなたは何を食べますか。 ----- 私はすしを食べます。

you  ?  ----- I  sushi.



中英1-5-1(1)
1. what, who(se), which

すでに what （何） , who （だれ） の 疑問詞を学びましたが、

ここでは それ以外の疑問詞も含めて学習します。

5章 いろいろな疑問文

＊疑問詞を使った疑問文では

① 疑問詞はいつでも 文の最初

② 答えるときは、Yes , No ではなく 具体的に答える

● What ～ ?

＜復習問題＞ 英語を書き入れましょう。

(1) これは何ですか。 ----- それは私のかばんです。

What is   this?  ----- It’s   my bag.

(2) あなたは何を食べますか。 ----- 私はすしを食べます。

What   do   you  eat    ?  ----- I  eat   sushi.



中英1-5-1(2)

What time ～ ?

何時ですか。 What time is it?

今 何時ですか。 What time is it now?

時間を示すときに it を使うが 「それは」 と 訳さない！

＜答え方＞ 5時です。 It is five (o’clock).

5時10分です。 It is five ten.
時 ・ 分 の 順に

＊ 数字の確認

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 20.

30. 40. 50. 100. one 
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What time ～ ?

何時ですか。 What time is it?

＜答え方＞ 5時です。 It is five (o’clock).

5時10分です。 It is five ten.
時 ・ 分 の 順に

今 何時ですか。 What time is it now?

時間を示すときに it を使うが 「それは」 と 訳さない！

＊ 数字の確認

one two three four

five six seven eight

nine ten eleven twelve

thirteen fourteen fifteen twenty  

thirty   forty   fifty    

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 20.

30. 40. 50. 100. one hundred



中英1-5-1(3)
1 次の日本文を英文になおしましょう。

(1) 何時ですか。 8時です。

(2) 今 何時ですか。 7時30分です。

(3) ロンドンは 今 何時ですか。 8時です。 ロンドン London

あなたは何時に起きますか。

What time do you get up?

＜答え方＞ I get up at six. 私は 6時 に 起きます。

「～時（分） に 」 … at を 時間の前につける。

What time のあとに 疑問文 を 続けます。

「何時に～しますか。

疑問文の形

「～時ごろ 」 のときは about を 時間の前につける。



中英1-5-1(3)
1 次の日本文を英文になおしましょう。

(1) 何時ですか。 8時です。

What time is it?    It is eight(o’clock).      

(2) 今 何時ですか。 7時30分です。

What time is it now?    It’s seven thirty.         

(3) ロンドンは 今 何時ですか。 8時です。

What time is it in London now?    It’s eight.         

ロンドン London

あなたは何時に起きますか。

What time do you get up?

＜答え方＞ I get up at six. 私は 6時 に 起きます。

「～時（分） に 」 … at を 時間の前につける。

What time のあとに 疑問文 を 続けます。

「何時に～しますか。

疑問文の形

「～時ごろ 」 のときは about を 時間の前につける。



中英1-5-1(4)
2 次の日本文を英文になおしましょう。

(1) あなたは何時に寝ますか。 私は10時に寝ます。

go to bed?

(2) あなたは何時に家に帰りますか。 私は5時30分に家に帰ります。

come home?

寝る→ I bed ten.

→ I come home .

今日は何曜日ですか。

What day is today?

＜答え方＞ It is Sunday. 日曜日です。

序数で読む

thirteenth

What day is it today?
What day of the week is it today?

今日は何月何日ですか。

What day the date today?
＜答え方＞ It is May 13. 5月13日です。



中英1-5-1(4)
2 次の日本文を英文になおしましょう。

(1) あなたは何時に寝ますか。 私は10時に寝ます。

What time  do  you  go to bed?

(2) あなたは何時に家に帰りますか。 私は5時30分に家に帰ります。

What time  do  you  come home?

寝る→ I go to  bed at  ten.

→ I come home at five  thirty  .

今日は何曜日ですか。

What day is today?

＜答え方＞ It is Sunday. 日曜日です。

序数で読む

thirteenth

What day is it today?
What day of the week is it today?

今日は何月何日ですか。

What day the date today?
＜答え方＞ It is May 13. 5月13日です。



中英1-5-1(5)

3 次の日本文を英文になおしましょう。

(1) 今日は何曜日ですか。 火曜日です。

(2) 今日は何月何日ですか。 9月5日です。

＜曜日＞ 日曜 Sunday   月曜 Monday   火曜 Tuesday   水曜 Wednesday
木曜 Thursday 金曜 Friday   土曜 Saturday

＜月＞ 1月 January   2月 February   3月 March   4月 April
5月 May 6月 June   7月 July   8月 August
9月 September 10月 October   11月 November   12月 December

＜序数＞ 第1 first   第2 second   第3 third
第4 fourth 第5 fifth ………



中英1-5-1(5)

3 次の日本文を英文になおしましょう。

(1) 今日は何曜日ですか。 火曜日です。

What day is today?    It’s Tuesday.                   

(2) 今日は何月何日ですか。 9月5日です。

What is the date today? It’s September 5.

＜曜日＞ 日曜 Sunday   月曜 Monday   火曜 Tuesday   水曜 Wednesday
木曜 Thursday 金曜 Friday   土曜 Saturday

＜月＞ 1月 January   2月 February   3月 March   4月 April
5月 May 6月 June   7月 July   8月 August
9月 September 10月 October   11月 November   12月 December

＜序数＞ 第1 first   第2 second   第3 third
第4 fourth 第5 fifth ………



中英1-5-1(6)

Who ～ ?

＜練習問題＞ 英語を書き入れましょう。

彼はだれですか。 彼は私の兄です。

he?   my brother.

Whose ～ ?

これはだれの本ですか。

It is my book. それは私の本です。

Whose book is this?
this や that は it で 受ける

It is mine. それは私の（もの）です。

whose は 「だれの～」という意味の疑問詞

whose の あとに名詞をおいて、そのあとは 疑問文の形
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Who ～ ?

＜練習問題＞ 英語を書き入れましょう。

彼はだれですか。 彼は私の兄です。

Who  is  he?   He  is  my brother.

Whose ～ ?

これはだれの本ですか。

It is my book. それは私の本です。

Whose book is this?
this や that は it で 受ける

It is mine. それは私の（もの）です。

whose は 「だれの～」という意味の疑問詞

whose の あとに名詞をおいて、そのあとは 疑問文の形



中英1-5-1(7)

4 次の日本文を英文に直しましょう。

(1) これはだれの自転車ですか。 それは彼女の（もの）です。

(2) あれはだれの車ですか。 私の父のです。

この本はだれの（もの）ですか。

whose には 「だれのもの」 という意味もあります。

Whose is this book?

(3) このカメラはだれのですか。 それは 彼のです。



中英1-5-1(7)

4 次の日本文を英文に直しましょう。

(1) これはだれの自転車ですか。 それは彼女の（もの）です。

Whose bike is this?           It’s hers.               

(2) あれはだれの車ですか。 私の父のです。

Whose car is that?           It’s my father’s.      

この本はだれの（もの）ですか。

whose には 「だれのもの」 という意味もあります。

Whose is this book?

(3) このカメラはだれのですか。 それは 彼のです。

Whose is this camera?           It’s his.                



中英1-5-1(8)

Which ～ ?

This is mine. これが 私のです。

Which is your pen? どちらがあなたのペンですか。

one は 前に出てきた名詞をさし、

この場合は pen のことです

This one is (mine). このペンが私のです。

「どちらが ～ ですか」

（こちらが）

Which pen is yours? どちらのペンが あなたのですか。

「どちらの … が ～ ですか」



中英1-5-1(9)

5 次の日本文に合うように、英語を書き入れましょう。

中英1-5-1終了

(1) どちらがトムの本ですか。 これが彼の（もの）です。

Tom’s book?    is  .

(2) どちらのかばんが 彼女のですか。 あのかばんです。

is hers?    is.

(3) あなたはどちらの机を使いますか。 私はこの机を使います。

do you  ?    I  .



中英1-5-1(9)

5 次の日本文に合うように、英語を書き入れましょう。

中英1-5-1終了

(1) どちらがトムの本ですか。 これが彼の（もの）です。

Which   is    Tom’s book?    This   is  his    .

(2) どちらのかばんが 彼女のですか。 あのかばんです。

Which   bag   is hers?    That   one   is.

(3) あなたはどちらの机を使いますか。 私はこの机を使います。

Which   desk   do you  use   ?    I  use   this   one  .



中英1-5-1(補)補充問題

1 次の に、 who か whose の どちらか適する語を書きなさい。

(1) is that man?    He’s Mr. Brown.

(2) chair is that?    It’s mine.

(3) are those girls?    They are my friends.

2 日本文に合う英文になるように、 に適する語を書きなさい。

(1) 今 何時ですか。 9時20分です。

is it now?    nine  .

(2) 今日は何曜日ですか。 月曜日です。

is today?    .

(3) これはだれの腕時計ですか。 トムのです。

watch  ?    It’s  .

(4) どちらがあなたのベッドですか。 これが私のベッドです。

is your bed?    mine.



中英1-5-1(補)補充問題

3 次の文の下線部をたずねる文を作りなさい。

(1) This is Nancy’s bag.

(2) I get up at seven.

(3) It is February 12 today.



中英1-5-1(補)補充問題

1 次の に、 who か whose の どちらか適する語を書きなさい。

(1) Who    is that man?    He’s Mr. Brown.

(2) Whose  chair is that?    It’s mine.

(3) Who    are those girls?    They are my friends.

2 日本文に合う英文になるように、 に適する語を書きなさい。

(1) 今 何時ですか。 9時20分です。

What  time  is it now?    It’s   nine  twenty  .

(2) 今日は何曜日ですか。 月曜日です。

What  day  is today?    It’s   Monday  .

(3) これはだれの腕時計ですか。 トムのです。

Whose watch  is  this  ?    It’s  Tom’s  .

(4) どちらがあなたのベッドですか。 これが私のベッドです。

Which  is your bed?    This   is  mine.



中英1-5-1(補)補充問題

3 次の文の下線部をたずねる文を作りなさい。

(1) This is Nancy’s bag.

(2) I get up at seven.

Whose bag is this?               

What time do you get up?     

(3) It is February 12 today.

What is the date today?        


