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7-10-２ 疑問詞 when where 

 

今日の単語  今日の授業で使う英単語です。しっかり覚えてから授業に進みましょう。 

 単語を「覚えた」＝その単語を「読める」「意味が分かる」「書ける」 

           声に出して書きながら覚えていきましょう。 

①日曜日 Sunday  ②月曜日 Monday   ③火曜日 Tuesday   

④水曜日Wednesday    ⑤木曜日 Thursday  ⑥金曜日 Friday     

⑦土曜日 Saturday     ⑧1月January    ⑨2月 February   

⑩3月March   ⑪4月 April  ⑫5月 May  ⑬6月June    ⑭7月July     

⑮8 月August  ⑯9月 September    ⑰10月 October     

⑱11 月November ⑲12月December  ⑳誕生日birthday 

  

＜ポイント＞ 

☆「いつ」＝（     ）、「どこで（に）（へ）」＝（     ） 

 

☆when, where のことを（     ）という。 

 

☆疑問詞は必ず（       ）に置き、そのあとは（     ）の形が続く。 

①あなたはいつ勉強しますか。―夕食の後にします。 

  When do you study? ― I study after dinner. 
 

 ②あなたはどこに住んでいますか。―私は大阪に住んでいます。 

  Where do you live?  ― I live in Osaka. 
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☆場所を表す前置詞 

  at「（せまい場所）で」 

     at school（学校で） at home（家で） at the station（駅で） 

    on「…の上に」 

          on the desk（机の上に） 

    in「（広い場所）で」 

          in Japan（日本で） in the park（公園で） 

    under「…の下に」 

          under the table（テーブルの下に） 

by「…のそばに」 

          by the door（ドアのそばに） 

    near「…の近くに」 

          near the library（図書館の近くに） 
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今日の単語 覚えるまで練習しましょう。 
 

①日曜日               
 

 

②月曜日 

 

 

③火曜日 

 

 

④水曜日 

 

 

⑤木曜日 

 

 

⑥金曜日 

 

 

⑦土曜日 

 

 

⑧1 月 

 

 

⑨2 月 

 

 

⑩3 月 

 

 

⑪4 月 

 

 

⑫5 月 
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⑬6 月 

 

 

⑭7 月 

 

 

⑮8 月 

 

 

⑯９月 

 

 

⑰１０月 

 

 

⑱１１月 

 

 

⑲１２月 

 

 

⑳誕生日 
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練習問題 

１ 次の英文を日本語に直しなさい。 

①  When do you play tennis?  
                                                                              

②  When is your birthday? – My birthday is April 30. 
                                                                                

③  Where does he read the book?  
                                                                            

④  Where is my cat? – Your cat is under the table. 
                                                                            

 
２ 次の日本語に合うように、（  ）の語を並べかえなさい。ただし、文頭に来る語も小文字で示して

います。 

①あなたたちはいつ野球をしますか。（baseball / when / you / do / play / ?） 

                                                                              

②放課後にします。（①に答えて） （play / it / we / school / after / .） 

                                                                              

③マサはどこで勉強しますか。（study / Masa / where / does / ?） 

                                                                              

④家で勉強します。（③に答えて）（home / at / he / studies / .） 

                                                                              

⑤あなたの母はどこにいますか。（your / is / mother / where / ?） 

                                                                              

⑥駅にいます。（⑤に答えて）（is / she / station / the / at / .） 
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３ 次の日本語に合うように（  ）に適切な語を書きなさい。 

①シュンの誕生日はいつですか。 

                Shun’s birthday? 
②12月 26日です。（①に答えて） 

  It is        26. 
③タクヤはいつ車を洗いますか。 

                Takuya        his car? 
④あなたはどこで英語を教えますか。 

                 you        English? 
⑤学校です。（④に答えて） 

         teach               school. 
 

４ 次の日本語を英語にしなさい。 

①駅はどこにありますか。 

 

                                                                              

②あの公園の近くです。（①に答えて） 

 

                                                                              

③あなたの父はいつ走りますか。 

 

                                                                              

④朝走ります。（③に答えて 5 語で） 

 

                                                                              

⑤私のイヌはどこにいますか。 

 

                                                                              

⑥椅子の上です。（⑤に答えて） 
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宿題 

１ 次の日本語を英語にしなさい。 

①火曜日                ②木曜日  

     
  

③2 月                 ④12月 

                  
 

２ 次の日本語に合うように（  ）に適切な語を書きなさい。 

①ユウジはいつ数学を勉強しますか。 

               Yuji       math ? 
② 毎週木曜日です。（①に答えて） 

               it every        . 
③ あなたはどこで音楽を聞きますか。 

               you               music? 
④ 自分の部屋です。（③に答えて） 

room. 
 

３ 下線部が答えの中心となる疑問文に書きかえなさい。 

①Keita runs in the park. 
                                                                              

②I do my homework before dinner. 
                                                                              

③My sister is busy in the morning. 
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４ 次の日本語を英語にしなさい。 

①彼はどこで昼食を食べますか。 

    

 

②学校です。（①の答えとして 5 語で） 

     

 

③あなたはいつテレビを見ますか。 

 

     

 ④夕方です。（③の答えとして 6 語で） 
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宿題解答 

１ 次の日本語を英語にしなさい。 

①火曜日                ②木曜日  

    Tuesday            Thursday 
  

③2 月                 ④12月 

February             December  
 

２ 次の日本語に合うように（  ）に適切な語を書きなさい。 

①ユウジはいつ数学を勉強しますか。 

  When   does  Yuji  study  math ? 
② 毎週木曜日です。（①に答えて） 

  He     studies  it every  Thursday. 
③ あなたはどこで音楽を聞きますか。 

  Where    do   you  listen    to    music? 
④ 自分の部屋です。（③に答えて） 

In     my    room. 
 

３ 下線部が答えの中心となる疑問文に書きかえなさい。 

①Keita runs in the park. 

     Where does Keita run?                                                                         

②I do my homework before dinner. 

      When do you do your homework?                                                                        

③My sister is busy in the morning. 

       When is your sister busy?                                                                       
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４ 次の日本語を英語にしなさい。 

①彼はどこで昼食を食べますか。 

   Where does he eat lunch? 

②学校です。（①の答えとして 5 語で） 

    He eats lunch at school. 
③あなたはいつテレビを見ますか。 

When do you watch TV? 

 ④夕方です。（③の答えとして 6 語で） 

 I watch TV in the evening. 
 


