
このプリントはウェブサイトで無料ダウンロードできます。【ちびふたEnglish】http://happylilac.net/english.html　【教材作成協力】ふたば塾

２年生までに習った英文の形 【疑問文・否定文のつくりかた】 - その１：疑問文

練習問題 (1)

難易度 ★☆☆ / イチから（初級）

次の英文を疑問文に直し、できた英文を和訳しなさい。

(1) It is sunny today. 

(        和訳 ) 

(2) Yumi plays the guitar. 

(    和訳 ) 

(3) I go to the library by train. 

(   和訳 ) 

(4) I went to his house.

(      和訳 ) 

(5) She uses this desk. 

(      和訳 ) 

(6) He used this car. 

(      和訳 ) 

(7) He was in Sapporo last year. 

(    和訳

英文

英文

英文

英文

英文

英文

英文

) 
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練習問題 (2)

難易度 ★☆☆ / イチから（初級）

次の英文を疑問文に直し、できた英文を和訳しなさい。

(1) I am going to go to Tokyo. 

(        和訳 ) 

(2) Kevin went to their house. 

(    和訳 ) 

(3) Takuya is Yuki’s friend.  

(   和訳 ) 

(4) They come to our house.

(      和訳 ) 

(5) I play the piano.  

(      和訳 ) 

(6) I was in the classroom.

(      和訳 ) 

英文

英文

英文

英文

英文

英文

(7) She made lunch with her sister. 

(    和訳

英文

) 
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練習問題 (3)

難易度 ★☆☆ / イチから（初級）

次の英文を疑問文に直し、できた英文を和訳しなさい。

(1)  I can speak English. 

(        和訳 ) 

(2) He took a picture here. 

(    和訳 ) 

(3) She will visit Kyoto next year. 

(   和訳 ) 

(4) Ken and Jun are good friends.

(      和訳 ) 

(5) His mother teaches science at this school. 

(      和訳 ) 

(6) He can write a letter in English.

(      和訳 ) 

英文

英文

英文

英文

英文

英文

(7) You have to do this work today. 

(    和訳

英文

) 
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練習問題 (4)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

次の英文を疑問文に直し、その疑問文に(    )内の語で答えなさい。 

(1)  It is rainy in London today.  (Yes) 

答え

(2) Kenta plays the piano.  (No) 

答え

(3) I go there by bus every day.  (Yes) 

答え

(4) I said it to him.  (No)

答え

(5) Your brother uses this room.  (Yes) 

答え

(6) She was in Singapore last month. (No)

答え

英文

英文

英文

英文

英文

英文

(7)  I am going to visit New York next Sunday.  (No) 

答え

英文
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練習問題 (5)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

次の英文を疑問文に直し、その疑問文に(    )内の語で答えなさい。 

(1)  He can cook well.  (Yes) 

答え

(2) They are good soccer players.  (No) 

答え

(3) I wrote a lot of letters in English.  (Yes) 

答え

(4) I have to read this book soon.  (Yes)

答え

(5) I have to visit her tomorrow.  (No) 

答え

(6) We were in the same class last year.  (No)

答え

英文

英文

英文

英文

英文

英文

(7)  His father plays golf every Sunday.  (Yes) 

答え

英文
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練習問題 (6)

難易度 ★★☆ / 定期考査（中級）

次の英文を疑問文に直し、その疑問文に(    )内の語で答えなさい。 

(1)  Kenji will see his friends next Saturday.  (Yes) 

答え

(2) I’m going to go to college in the future.  (No) 

答え

(3) I must clean this room.  (No) 

答え

(4) I have to come home early.  (Yes)

答え

(5) I must wash these dishes now.  (No) 

答え

(6) Lisa teaches math to many students.  (Yes)

答え

英文

英文

英文

英文

英文

英文

(7)  They went abroad last year.  (No) 

答え

英文


