
Name英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文①

様々な疑問詞の意味が，区別できる。

次の（ ）内に適する語句を，ア～オからそれぞれ一つずつ選びなさい。同じものは１度しか

使えません。

( ) is she from? Who（１） ア

( ) color do you like? Where（２） イ

( ) dogs does Yoshio have? What（３） ウ

( ) do you go to Sapporo? Why（４） エ

( ) ate the cheeseburger? How many（５） オ

英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文②

様々な疑問詞を使った疑問文に応答ができる。

次の対話文の（ ）内に入る文を，ア～オからそれぞれ一つずつ選びなさい。同じものは１度し

か使えません。

A: What color does Harumi like?（１）

B: ( )
A: Where does she play basketball? She plays it in the gym.（２） ア

B: ( ) Because he is in the volleyball club.イ

A: Why does she get up early? She likes white.（３） ウ

B: ( ) He plays it after school every day.エ

A: When does he play baseball? To take a walk.（４） オ

B: ( )
A: Why does he play volleyball every day?（５）

B: ( )

英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文③

様々な疑問詞を含んだ疑問文の語順がわかる。

日本文を参考にして（ ）内の語を並べかえ，英文を完成させなさい。

（１）デザートに何を注文しますか。

（ （注） 注文するfor / what / you / order / do ) dessert? order

dessert?



（２）あなたはなぜこちらの道を選んだのですか。

（注） ～を選ぶ( you / why / did / choose ) this way? choose

this way?
（３）あなたのおばさんはどこにお住まいですか。

( does / where / your / live / aunt )?

?

（４）なぜ冬が好きなのですか。

( winter / like / you / why / do )?

?

（５）なぜあなたはおじさんのところを訪れたのですか。

( your / you / visit / uncle / did / why )?

?

英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文④

様々な疑問詞で始まる疑問文を作ることができる。

（ ）内の語句を用いて疑問文を作り，対話を完成させなさい。

A: ? (name)（１）

B: My name is Takuya.

A: ? (practice soocer)（ ）２

B: Because I want to win the soccer game this weekend.

A: ? (Tomoko)（３）

B: She lives in Chiba.

A: ? (play tennis)（４）

B: On Saturday morning.

A: ? (this T-shirt)（５）

B: Because I like the color and it's only 580 yen.



英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文⑤

場面に応じて，疑問詞で始まる質問を作り，それに応答することができる。

。 ， （ ）あなたと同じクラスの千葉さんが英語の学習をとても頑張っています そこで 一生懸命に hard
英語を勉強する理由をたずねなさい。

もし，あなたが千葉さんなら何と答えますか。理由を含め，３文以上で自由に答えなさい。



＜ 解答 ＞英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文①

【解答】

（１）イ （２）ウ （３）オ （４）エ （５）ア

英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文②

【解答】

（１）ウ （２）ア （３）オ （４）エ （５）イ

英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文③

【解答】

( What do you order for ) dessert?（１）

( Why did you choose ) this way?（２）

( Where does your aunt live )?（３）

( Why do you like winter )?（４）

( Why did you visit your uncle )?（５）

【解説】

多少の綴りのミスや文法の誤りは可とする。

英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文④

【解答例】

A: What is your name? / May I have your name?（１）

B: My name is Takuya.
A: Why do you want to practice soocer hard?（２）

B: Because I want to win the soccer game this weekend.
A: Where does Tomoko live?（３）

B: She lives in Chiba.
A: When do you play tennis?（４）

B: On Saturday morning.
A: Why do you want to buy this T-shirt?（５）

B: Because I like the color and it's only 580 yen.
【解説】

（１） 名前は何ですか。A:
拓也です。B:

（２） なぜサッカーを一生懸命練習するのですか。A:
週末のサッカーの試合に勝ちたいからです。B:

（３） 友子はどこに住んでいますか。A:
千葉に住んでいます。B:

（４） いつテニスをしますか。A:
土曜の朝（午前中）です。B:

（５） なぜこのＴシャツが欲しい（Ｔシャツを買う）のですか。A:
色がいいし，たったの５８０円だから。B:



の発言内容をよく理解して，適当な疑問詞を選んで答える。B
（１）名前を答えていることから，名前を問う疑問文となる。

（２ （５） ～で答えているので 「なぜ～か」を問う疑問文をつくる。）， ，Because
（３）場所を答えているので 「どこに～か」を問う疑問文をつくる。，

（４）時期（ 土曜の朝です ）を答えているので 「いつ～か」を問う疑問文をつくる。「 。」 ，

【解説】

多少の綴りのミスや文法の誤りは可とする。

英語２ ユニット１２ 疑問詞を用いた文⑤

【解答例】

Why do you study English ( so ) hard?質問→「なぜ（そんなに）一生懸命英語を勉強するの？」 →

Because I like American movies. I don't understand English in them. So I study it hard now.返事→

【解説】

「アメリカ英語が好きだから。映画の中の英語が分からなくて，今，一生懸命英語を勉強し

ているんだ 」このような感じで，場面を想像して書いてみましょう。。

【解説】

１）答えは理由を含め３文以上であること

２） を含んでいることWhy ~? Because
３）多少の綴りのミスや文法の誤りは可とする


