
【新三年生用】第13章　疑問詞と疑問文 総合英語Evergreen

[Ａ] 次の英文を日本語に直しなさい。

(1) "Which bus should we take?"  "The number 5."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1) 

(2) "What kind of movies do you like?"  "I like action movies."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2) 

(3) "When does the concert begin?"  "At seven."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3) 

(4) "Whose shoes are these?"  "They're mine."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4) 

(5) "She never listens, does she?"  "No, she never does."

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(5) 

[Ｂ] 次の日本語を英語に直しなさい。

(6) 「泳げないの？」「うん，泳げないんだ。」

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(6) 

(7) なぜ警察はここに来たのですか。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(7) 

(8) 「窓を開けてもいいかな。」「どうぞ。」

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(8) 

(9) 「あの光は何だと思いますか。」「釣り船だと思うわ。」

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(9) 

(10) 「自転車を使ってもいいかな。」「もちろん。どうぞ。」

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(10) 

[Ｃ] 日本語の意味に合うように，（　）の語句を並べかえて英文を完成させなさい。

(11) イタリア料理の店で夕食を食べるのはどうですか。

( eating / how / dinner / about ) at an Italian restaurant?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(11) 

(12) 明日の天気はどうなりそうですか。

What's ( like / to / going / be / the weather ) tomorrow?

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(12) 

[Ｄ] 日本語の意味に合うように，空所に入る適語を書きなさい。

(13) そんなことをして何の役に立つんだろうか。

(　　) is the use of doing such a thing?  　　　　　　　(13) 

[Ｅ] 次の疑問文を，指定された書き出しに続く間接疑問にしなさい。

(14) What kind of music do you like?（I want to know ...）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14) 

[Ｆ] （　）に入れるのに適切な疑問詞を下から選びなさい。

(15) 1) "(　　) are you thinking about?"  "Well, nothing in particular."
2) "(　　) is this new car?"  "It's John's."
3) "(　　) did he take to the zoo?"  "He took his son there."
4) "(　　) of these T-shirts do you want?"  "The blue one."
5) "(　　) went to the party with her?"  "Her father did."
   [Who / Whose / Whom / What / Which］  　　　　　　　   　　　　　　　   　　　　　　　(15) 

 　　　　　　　   　　　　　　　



解  答

【新三年生用】第13章　疑問詞と疑問文 総合英語Evergreen

(1) 「どのバスに乗ればいいの？」「5番のバスだよ。」 [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(2) 「どんな映画が好き？」「アクション映画が好きよ。」 [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(3) 「コンサートはいつ始まりますか。」「7時です。」 [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(4) 「これはだれの靴？」「ぼくのだよ。」 [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Target例文〉]

(5) 「彼女ってまったく人の話を聞かないよね。」「ああ，まったくだ。」 [Part 3-1　疑問文のさまざまな形 (2)〈
Target例文〉]

(6) "Can't you swim?"  "No, I can't." [Part 2-2　疑問文のさまざまな形 (1)〈Target例文〉]

(7) What did the police come here for? [Part 3-2　疑問文の慣用表現〈Target例文〉]

(8) "Do you mind if I open the window?"  "No, not at all." [Part 2-3　疑問文への答え方〈Target例文〉]

(9) "What do you think that light is?"  "I think it's a fishing boat." [Part 2-3　疑問文への答え方〈Target例文〉]

(10) "Can I use your bike?"  "Sure.  Go ahead." [Part 2-3　疑問文への答え方〈Target例文〉]

(11) How about eating dinner  at an Italian restaurant? [Part 3-2　疑問文の慣用表現〈Check問題〉]

(12) What's the weather going to be like  tomorrow? [Part 3-2　疑問文の慣用表現〈Check問題〉]

(13) What [Part 3-1　疑問文のさまざまな形 (2)〈Check問題〉]

(14) I want to know what kind of music you like. [Part 2-2　疑問文のさまざまな形 (1)〈Check問題〉]

(15) 1) What
2) Whose
3) Who[Whom]
4) Which
5) Who [Part 2-1　疑問詞の種類と用法〈Check問題〉]


