
5 問文/付加

例 1

☆間接疑問文

WhatやWhenなどの疑間詞で始まる疑問文が
文の途中に入つている文を聞接疑問文といいます。

l don't know  What is this?

私は知らない。 これは何ですか。

私はこれが 1可か知らない。

間接疑問文   I dOn't know what this is
主語十動詞

例 2  1 dont know Where does she‖ ve?
私は知らない。   彼女はどこに住んでいますか。

私は彼女がどこに住んでいるのか知らない。
間接疑問文   I dOn't know where she lives

主語+動詞

※be動詞や助動詞がある文は主語のあとにそれらを置く
※一般動詞の文ではdo does,ddを 取つて動詞を時制に合わせる
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12つの文を聞接疑問文にして1つにしなさい。
また、出来た英文の意味を書きなさい。

〈1)lknOw whOis he?

訳

〈2)Do you know?When w‖ l she leave?

訳

(3)I wantto knOw What do you havein your hand?

訳

(4)He doesn't know Why does Emistudy French? Frenchフ ランス言吾

訳

(5)Please te‖ me Where did you go last night?

訳
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☆間接疑間文

lAlhatやWheぃなどの疑間詞で始まる疑問文が
文の途中に入っている文を聞接疑間文といいます。

例 1   l don't know What is this?

私は知らない。 これは何ですか。

私はこれが何か知らない。
間接疑問文   I dOn't know what t′ lis is

■妻十動詞

例 2   1 dont know Where does she‖ ve?
私は知らない。   彼女はどこに住んでいますか。
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私は彼女がどこに住んでいるのか知らない。
間接疑間文 I don't know where she lives.

主語+動詞

※be動詞や助動詞がある文は主語のあとにそれらを置く
※一般動詞の文ではdo,dOes,ddを 取つて動詞を時制に合わせる

12つの文を聞接疑間文にして1つにしなさい。
また、出来た英文の意味を書きなさい。

(1)IknOw wh。 た he?
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(2)Do you know?  When will she leave?
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(3) I want to know. What do you have in your hand?
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(4)He doesn't knOw Why does Emi study French? Frenchフ ランスξ苦
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(5)Please te‖ me
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(1)私はあなたがだれなのか知らない。

l don't know(    )(    )(    )

(2)あなたはあれが何か知っていますか。

Do you knOw(    )(    )(    )?

(3)私の父はトムがどこに住んでいるのか知らない。

My father doesn't know(    )(   )(    )

(4)私はあなたがいつ自転車を買つたのか知らない。

I don't know(    )(    )(     )a bike

(5)私はトムが何歳なのか知りたい。

I want tO know(    )(     )(     )(    )

(6)あなたはだれがそれを作つたのか知っていますか。

Do you know(     )(     )it?

(7)私は彼女がどのようにして学校に行くのか知っています。

l know(   )(   )(   )to schod

☆付加疑問文                葵3-5¬

“
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相手に念を押す言い方を付加疑間文といい、「～ですね」と訳します。
●前の文が肯定文のとき、文末は否定の疑問文にする。
例l Your mother is busy,Jttshe?

否定形  代名詞に

あなたのお母さんは忙しいですね。

例 2 You play tennis,don't you'
do,does,dにの否定形

あなたはテニスをしますね。

②前の文が否定文のとき、文末は普通の疑間文にする。
例3 Tomoko doesnt‖ ke so●cer,does she?

代名詞に

ともこはサッカーが好きではありませんね。

O慣用表現
例4 Let's play ten面 s,shall we?

サッカーをしましょうね。
例5 0pen the window,w‖ l you'

命令文    窓を開けてね。



2( 】こ適する語を書きなさい。           葵鉾5■ 0)

(1)私はあなたがだれなのか知らない。

:don't know(vI。 )(ヵ仄 )(“ 。́ )

(2)あなたはあれが何か知っていますか。

DO you know ( "k^| )( 千kぇ十 )(  「
`  )?(3)私の父はトムがどこに住んでいるのか知らない。

My father doesn't know(″ keた )(T.卜 )(1,ve`)

(4)私はあなたがいつ自転車を買つたのか知らない。

l don't know (ω 12へ  )( ン._   )(  :。゛
′すヽ)a blke

(5)私 |まトムが何歳なのか知りたい。

I want tO know( k。″)( 。|」  )(  。ぃ)( ), )
(6)あなたはだれがそれを作つたのか知っていますか。

Do you know(wk。  )(K^Jo )iロ

(7)私は彼女がどのようにして学校に行くのか知っています。

l know ( k。
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☆付加疑間文               英●5¬
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相手に念を押す言い方を付加疑間文といい、「～ですね」と訳します。
①前の文が肯定文のとき、文末は否定の疑問文にする。
例l Your mother L busy,た n't she?

否定形  代名詞に

あなたのお母さんは忙しいですね。

例 2  You play tennis,don't you?
do,does,“ dの否定形

あなたはテニスをしますね。

②前の文が否定文のとき、文末は普通の疑問文にする。
例 3 Tomoko doesn't‖ ke soccer.does she?

代名詞に

ともこはサッカーが好きではありませんね。

0慣用表現
例 4 Let's play tennis,sha‖ we?

サッカーをしましょうね。
例5 0pen the window,w‖ l you'

命令文    窓を開けてね。
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3 付加疑問文にしなさい。

(1)You can run fast,          ?

(2)His mother was busy yesterday,

(3) Tom has a new bike,

(4) Emi and Yumi went to the park,

(5)She w‖ I stay here,

(6) They aren't teachers, _
(7) Tsubasa can't play tennis well, _
(8) Let's have lunch here,

ワ

,

●否定疑問文に注意 !

普通の疑間文
DO you study Eng‖sh?

Yes,I do   No,I don't

はい、します。 いいえ、しません。

英351(6)

否定疑問文
Aren't you Mr Tanaka?あ なたは田中さんではないですね。

Yes,lam いいえ、私は田中です。
NO,I'm not はい、日中ではありません。

4日本語にしなさい。

(1)Didn't you study last night? Yes,l did

(2)VVeren't they busy? No,they weren't

(3)Don't you go to school? No,I don't

351終 了
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3 付加疑間文にしなさい。

slQ ?
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4日本語にしなさい。
(1)Didn't yOu study last night? Yes,I did
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(2)VVeren't they busy?  No,they werent
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(3)Don't yOu go to school? No,I don't

Jヽヽ ′ヽ∫7'す こん

351終了

(l) You can run fast, carr,J __ye_6 ?

(2) His mother u.ras busy yesterday,
`。

a∫ぃナ

スに(!) l orn - a new bike, lorr^1

(4) Emi and Y.rmi went to the park, d; J "l *I,rt Z

(5) She will stay here, , on.l SI e t
(6) They ari:n t teachers, qre 量上年∠__?

(7) Tsubasa can't play tennis well, Ca.h h u t
(8) L,.r , have lunch here. 5la[ wp- ?

●否定疑問文に注意 !

普通の疑間文
Do you study English?

Yes.l do   No,I don't

はい、します。 いいえ、しません。

英351(6)

否定疑間文
Ar■ nt you Mr Tanaka?あ なたは田中さんではないですね。

Yes,lam いいえ、私は田中です。
NO,I'm notは い、田中ではありません。
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1各組の文がほぼ同じ内容になるように、()に適する語を書きなさい。

(1)| |{lilill。
|liyplay;l°

Cer yesterdayI I don't know that

)(       )soccer yesterday

(2)1 ::;::11:‖
liSaddr;lil(       )?

(3)| :|::::::||‖
:|°

Wt°

iitillhestalllthestation

(4)| |::ll:ll:‖
IhatIS'Flldd°  )d。

l)「キ1:;:Fと「liよ鶯here you sawthe dog?
(2)It was sunny yesterday,wasn't it?Yes,it was

(3)He wants to know what time itis now

補充問題 英351補 (1)

英351補 ②

3( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
(1)あなたのお父さんは医者ではないのですか。

(a doctor/father/isn't/your/?)

(2)この鳥は飛べませんよね。

(this bird/it/can/can't/■y/?/,)

(3)私はあなたのカバンに何が入つてるか知っている。

l know (bag/have/in/you/what/your)

l knovv

(4)彼らは1可をしているところかしら。

(wonder/they/1/doing/what/are)

(5)あなたは私の母が何歳なのか知っていますか。

(know/old/my mOther/do/is/how/you/?)



1各組の文がほぼ同じ内容になるように、( )に適する語を書きなさい。

①{鵠器l謝 ;w畷協胤「鍵ty
(2)1 ::;:ill:↓

llil!r;li:(1lυρg  )?

③l:=:」ぽ鷲:° i嵩ち消lttts囲¨
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2日本文にしなさい。
(1)W‖ lyoutenmewhereyousawl:]∫
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(3)He wants to know what time itis now

イ晩1′ ろ /1,オ 財aク、ぃり¢だっ?ヽ 3
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英351補 (2)

3( )内の語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
(1)あなたのお父さんは医者ではないのですか。

(a doctor/father/1sn't/your/?)

二重里J y。 ″ヽ住十ム2r
^  

」 。c+`r

(2)この鳥は飛べませんよね。
(this bird / it / can / can'r / fly / ? /,)

O tl^ltb)tit--A)rtt
I know ( bag / have / in / you / what / your ).

I know rh^ 。´   矢人υ2  )" 。,、 /  ↓′
(4)彼らは何をしているとこるかしら。

( wonder,/ they / | / doing / what / are).

I ぃ。h」 ?" んk.I +kマ y a re
(5)あなたは私の母が何歳なのか知ってし`ますか。

( know / old,/ my mother / do / is / how / vou / ? )


