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7-10-４ 疑問詞 how 時刻・曜日・日付 

 

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。 

＜今日の単語＞ 

①時刻、時 time  ②長い、長く long   ③…時間 hour    ④分minute  

⑤ 晴れた sunny  ⑥曇った cloudy    ⑦雨の rainy    ⑧寒い cold    

⑨暑い hot    ⑩天気weather   ⑪（時間が）かかる take    

⑫（交通手段）でby  ⑬歩いて on foot    ⑭…間 for   ⑮約、およそabout 

＜例文＞ 

①今何時ですか。―１０時３０分です。 

  What time is it now? ― It is ten thirty. 
 

 ②今日は何曜日ですか。―金曜日です。 

  What day is it today?  ― It is Friday. 
 

③今日は何月何日ですか。―５月２７日です。 

  What is the date today? ― It is May 27. 

 

④大阪はお天気はどうですか。―晴れです。 

  How is the weather in Osaka? ― It is sunny. 

 

⑤あなたはどのようにして学校に行きますか。―自転車で行きます。 

  How do you go to school? ― I go to school by bike. 
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⑥あなたはどれくらい（長く）テレビを見ますか。―１時間です。 

  How long do you watch TV? ― I watch TV for one hour. 

How old  （年齢を尋ねる） 

How tall （身長を尋ねる） 

 How much（値段を尋ねる） 

 

⑦あなたは何冊本を持っていますか。―約２０冊です。 

  How many books do you have? ― I have ten books. 
 

＜ポイント＞ 

☆時刻を尋ねるとき（     ）（     ）（     ）（     ）now？ 

☆曜日を尋ねるとき（     ）（     ）（     ）（     ）today？ 

☆日付を尋ねるとき（     ）（     ）（     ）（     ）today？ 

☆howの使い方 

①１語で使う（       ）（       ） 

②２語セットで使う（              ）（          ） 

③３語セットで使う（              ）（              ） 
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今日の単語 覚えるまで練習しましょう。 
 

①時刻、時               
 

 

②長い、長く 

 

 

③…時間 

 

 

④分 

 

 

⑤晴れた 

 

 

⑥曇った 

 

 

⑦雨の 

 

 

⑧寒い 

 

 

⑨暑い 

 

 

⑩天気 

 

 

⑪（時間が）かかる 

 

 

⑫（交通手段）で 
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⑬歩いて 

 

 

⑭…間 

 

 

⑮約、およそ 
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練習問題 

１ 次の英文を日本語に直しなさい。 

①  What’s the date today?  
                                                                              

②  What day is it today? 
                                                                                

③  How do you study English?  
                                                                            

④  How many dogs do you want? 
                                                                            

 
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今何時ですか。（it / is / now / time / what /?） 

                                                                              

②午前１１時です。（①に答えて） （it’s / in / morning / eleven / the /.） 

                                                                              

③調子はどうですか。（are / how / you / ?） 

                                                                              

④彼はどのようしてここへ来ますか。（he / how / come / does / here /?） 

                                                                              

⑤歩いて来ます。（④に答えて）（foot / he / comes / on / here / .） 

                                                                              

⑥あなたは何人兄弟ですか。 

（you / brothers / do / have / many / how /?） 
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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あなたは何歳ですか。 

                are you ? 
②１3歳です。（①に答えて） 

  I’m                     . 
③このかばんはいくらですか。 

                 is this bag? 
④ここから駅までどれくらい時間がかかりますか。 

                       it        from here 

to the station? 
⑤沖縄の天気はどうですか 

                        Okinawa? 
 

４ 次の日本語を英語にしなさい。 

①今日は何月何日ですか。 

 

                                                                              

②３月２６日です。（①に答えて） 

 

                                                                              

③中国では今何時ですか。 

 

                                                                              

④あなたはどのようにして駅へ行きますか 

 

                                                                              

⑤バスで行きます。（④に答えて２語で） 

 

                                                                              

⑥あなたの父は何歳ですか。 
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宿題 

１ 次の日本語を英語にしなさい。 

①天気                 ②曇った  

     
  

③分                  ④（時間が）かかる 

                  
 

２ 次の日本語に合うように（  ）に適切な語を書きなさい。 

①あなたは何時に起きますか。 

                       you get up? 
② ショウタはどのようにして数学を勉強しますか。 

                Shota        math? 
③ あなたは身長はどれくらいですか。 

                   you ? 
④ あなたの家までどれくらいかかりますか。 

to 

your house? 
⑤ 約１０分です。 

                      ten    . 
 

 

３ 下線部が答えの中心となる疑問文に書きかえなさい。 

①It is November 26. 
                                                                              

②My sister is eighteen years old. 
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③That notebook is 500 yen. 
                                                                              

④Kumi has three cats. 
                                                                              

 

 

４ 次の日本語を英語にしなさい。 

①調子はどうですか。 

    

 

②今日の天気はどうですか。 

     

 

③雨です。（②の答えとして２語で） 

 

     

 ④あなたはいつもどれくらいピアノを弾きますか。 

 

 

⑤約１時間です。（④の答えとして８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天気                 ②曇った  

    weather             cloudy 
  

③分                  ④（時間が）かかる 

minute              take    
 

２ 次の日本語に合うように（  ）に適切な語を書きなさい。 

①あなたは何時に起きますか。 

  What    time    do    you get up? 
② ショウタはどのようにして数学を勉強しますか。 

  How     does   Shota   study  math? 
③ あなたは身長はどれくらいですか。 

  How    tall     are  you ? 
④ あなたの家までどれくらいかかりますか。 

How    long     does    it     take   to 

your house? 
⑤ 約１０分です。 

  It      takes    about  ten  minutes . 
 

 

３ 下線部が答えの中心となる疑問文に書きかえなさい。 

①It is November 26. 

      What is the date ?                                                                        
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②My sister is eighteen years old. 

       How old is your sister?                                                                       

③That notebook is 500 yen. 

        How much is that notebook?                                                                      

④Kumi has three cats. 

        How many cats does Kumi have?                                                                      

 

 

４ 次の日本語を英語にしなさい。 

①調子はどうですか。 

   How are you? 

②今日の天気はどうですか。 

    How is the weather today? 

③雨です。（②の答えとして２語で） 

    It’s rainy. 
 ④あなたはいつもどれくらいピアノを弾きますか。 

How long do you always play the piano? 
⑤約１時間です。（④の答えとして８語で） 

I play the piano for about an hour. 
 


