
中学英文法総復習④ 

 

【疑問詞】 

★ポイント 

疑問詞は主に以下の 8つがあります。 

What 何？ 

Where どこ？ 

When いつ？ 

Why なぜ？ 

Which どれ？ 

Who 誰？ 

Whose 誰のもの？ 

How どうやって、どれくらい？ 

語順は原則的に疑問詞＋疑問文の語順です。 

あなたは何が好きですか？→What do you like? 

彼は誰ですか？→Who is he? 

★疑問詞 100 本ノック 

 

1. いつその公園に行きますか？ 

When do you go to the park? 

 

2. これは誰のものですか？ 

Whose is this? 

 

3. なぜテニスをしたいのですか？ 

Why do you want to play tennis? 

 

4. これは何ですか？ 

What is this? 

 

5. あなたは何を食べますか？ 

What do you eat? 



6. 誰が朝食を食べないのですか？ 

Who doesn’t eat breakfast? 

 

7. どこであなたは立っていますか？ 

Where do you stand? 

 

8. 彼は何冊の本を持っていますか？ 

How many books does he have? 

 

9. どのバスに乗りますか？ 

Which bus do you get on? 

 

10. 誰が英語を教えるのですか？ 

Who teaches English? 

 

11. 東京の天気はどうですか？ 

How is the weather in Tokyo? 

 

12. 調子はどうですか？ 

How are you? 

 

13. どの電車が東京に行きますか？ 

Which train goes to Tokyo? 

 

14. 彼女は何を買いますか？ 

What does she buy? 

 

15. あなたの母はなぜ勉強するのですか？ 

Why does your mother study? 

 

16. いつあなたは京都に行く予定ですか？ 

When are you going to go to Kyoto? 

 

17. あなたの友達は何のスポーツが好きですか？ 

What sport(s) does your friend like? 

 



18. あのバイクは誰のですか？ 

Whose bike is that? 

 

19. どれが彼の車ですか？ 

Which is his car? 

 

20. あなたはどうやって学校に行きますか？ 

How do you go to school? 

 

21. なぜ彼女はユウキのことが好きなのですか？ 

Why does she like Yuki. 

 

22. ロンドンは今何時ですか？ 

What time is it in London now? 

 

23. どれくらいの間、英語を勉強しますか？ 

How long do you study English? 

 

24. あなたの父は何歳ですか？ 

How old is your father? 

 

25. このラケットはいくらですか？ 

How much is this racket? 

 

26. あなたには何人子どもがいますか？ 

How many children do you have? 

 

27. あなたのご両親はどこに住んでいますか？ 

Where do your parents live? 

 

28. あの背の高い女の子は誰ですか？ 

Who is that tall girl? 

 

29. どれが彼の帽子ですか？こっちですか、それともあっちですか？ 

Which is his cap, this or that? 

 



30. あなたの学校では誰が数学を教えていますか？ 

Who teaches math in your school? 

 

31. あなたの息子は何時に寝ますか？ 

What time does your son go to bed? 

 

32. あなたはどうですか？ 

How about you? 

 

33. 彼は何回その店に行きますか？ 

How often does he go to the store? 

 

34. アイスコーヒーはいかがですか？（アイスコーヒーを勧めている） 

How about iced coffee? 

 

35. 日本のすしはいかがですか？（すしの感想を聞いている） 

How do you like Japanese sushi? 

 

36. どうして彼女は英語の勉強をするのですか？ 

Why does she study English? 

 

37. あなたのお父さんはどこで働いていますか？ 

Where does your father work? 

 

38. 彼には何人の兄弟がいますか？ 

How many brothers does he have? 

 

39. 誰が写真をとりますか？ 

Who takes a picture? 

 

40. あなたはカバンの中に何を持っていますか？ 

What do you have in your bag? 

 

41. 彼らはどのように学校へ行きますか？ 

How do they go to school? 

 



42. あなたの犬の誕生日はいつですか？ 

When is your dog’s birthday? 

 

43. あれは誰のペンですか？ 

Whose is that pen? 

 

44. あなたは夕食後に何をしますか？ 

What do you do after dinner? 

 

45. このバスはどれくらいの長さですか？ 

How long is this bus? 

 

46. 彼らは何の言語を学んでいますか？ 

What language do they learn? 

 

47. 誰が夕食を作りますか？ 

Who makes dinner? 

 

48. どれくらい時間がかかりますか？ 

How long does it take? 

 

49. 今日の日付は何ですか？ 

What is the date today? 

 

50. あなたは何か国語勉強していますか？ 

How many languages do you study? 

 

51. あれは誰の車ですか？ 

Whose car is that? 

 

52. あなたはどんな種類の音楽が好きですか？ 

What kind of music do you like? 

 

53. その授業はいつ始まりますか？ 

When does the class begin? 

 



54. その箱の中に何が入っていますか？ 

What is in the box? 

 

55. あなたはどう思いますか？ 

What do you think? 

 

56. 今日は何曜日ですか？ 

What day is it today? 

 

57. 私たちはいつ野球をしますか？ 

When do we play baseball? 

 

58. 東京タワーはどこですか？ 

Where is the Tokyo tower? 

 

59. 彼女は誰ですか？ 

Who is she? 

 

60. あなたの妹はどこに住んでいますか？ 

Where does your sister live? 

 

61. 彼はいつサッカーをしますか？ 

When does he play soccer? 

 

62. その先生はいつ日記を書きますか？ 

When does the teacher write a diary? 

 

63. 本は何冊持っていますか？ 

How many books do you have? 

 

64. なぜ彼らは科学を勉強するのですか？ 

Why do they study science? 

 

65. いつ私たちは海で泳ぎますか？ 

When do we swim in the sea? 

 



66. 何回イギリスに行きますか？ 

How many times do you go to England? 

 

67. いつあなたの部屋をきれいにするのですか？ 

When do you clean your room? 

 

68. なぜあなたは忙しいのですか？ 

Why are you busy? 

 

69. 彼女は何を買いますか？ 

What does she buy? 

 

70. いつあなたの叔父はその木を切りますか？ 

When does your uncle cut the tree? 

 

71. あなたはどうやって学校に行きますか？ 

How do you go to school? 

 

72. その橋の長さはどれくらいですか？ 

How long is the bridge? 

 

73. この靴はいくらですか？ 

How much are the shoes? 

 

74. 彼は何歳ですか？ 

How old is he? 

 

75. あなたのお父さんの身長はどれくらいですか？ 

How tall is your father? 

 

76. 富士山の高さはどれくらいですか？ 

How high is Mt. Fuji? 

 

77. こちらの看護師は何歳ですか？ 

How old is this nurse? 

 



78. このペンはどうやって使いますか。 

How do I use this pen? 

 

79. 何時に宿題をやりますか？ 

What time do you do your homework? 

 

80. その部屋には何がありますか？ 

What is in the room? 

 

81. 何の色が好きですか？ 

What color do you like? 

 

82. なぜ彼はリンゴが好きなのですか？ 

Why does he like an apple? 

 

83. どこでその学生は英語を勉強しますか？ 

Where does the student study English? 

 

84. どうやってその教会に行けばいいですか？ 

How do I go to the church? 

 

85. どの銀行に行きますか？ 

Which banks do you go? 

 

86. あなたの叔母は何歳ですか？ 

How old is your aunt? 

 

87. あのビルの高さはどれくらいですか？ 

How high is that building? 

 

88. どのカメラを使いますか？ 

Which cameras do you use? 

 

89. あなたには兄弟は何人いますか？ 

How many brothers do you have? 

 



90. 誰がその学校に行きますか？ 

Who goes to the school? 

 

91. こちらは誰の息子ですか？ 

Whose son is this? 

 

92. あの鳥は何ですか？ 

What is that bird? 

 

93. 1 週間に何冊の本を読みますか？ 

How many books do you read in a week? 

 

94. 私たちは何を集めますか？ 

What do we collect? 

 

95. 彼らは何の歌を歌いますか？ 

What song do they sing? 

 

96. なぜ彼女は窓を開けるのですか？ 

Why does she open the window? 

 

97. 私はどこで踊りますか？ 

Where do I dance? 

 

98. あなたはどの国を訪れますか？ 

What country do you visit? 

 

99. このコーヒーはいくらですか？ 

How much is this coffee? 

 

100. いつあなたは私の家に来ますか？ 

When do you come to my house? 


