
 

間接疑問文のまとめ 

基本 

１  間接疑問文  

① 次の英文を日本語にしなさい。 

  I want to know what she is cooking. 

    私は彼女が何を料理しているか知りたい。 

 

② 次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１）  I know  （  is  /  that  /  who  /  boy  ） . 

     I know        who that boy is                             . 
    

（２）  Do you know  （  she  /  come  /  will  /  when  ）  ? 

     Do you know        when she will come                         ? 

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私はこれが何か知りません。 

  I don’t know what this is. 
  

（２） あなたは彼がどこに住んでいるか知っていますか。 

    Do you know where he lives ? 

 

２  ２つの文から間接疑問文へ  

次の２つの文をそれぞれ１つの文にしなさい。 

（１）  I know.    What is Miki making now ? 

     I know what Miki is making now. 
  

（２）  I don’t know.    What does he want ? 

     I don’t know what he wants. 
  

（３）  Do you know ?    What did she buy yesterday ? 

     Do you know what she bought yesterday ? 
  

（４）  Do you know ?    Where did he go last Sunday ? 

     Do you know where he went last Sunday ? 
  

（５）  Please tell me.    When will she come here ? 

     Please tell me when she will come here. 



 

発展 ～余裕がある人はチャレンジ～ 

 

問題１  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。           〔入試英作文問題〕 

（１） それが何であるか私に教えてください。   

    Please tell me what it is.                     
  

（２） 彼女はどんなスポーツが好きか私に教えてくれませんか。 

    Will you tell me what sport she likes ?    
  

（３） 彼がこの町にいつ着いたのか，あなたは知っていますか。 

    Do you know when he arrived in this town ?       
  

（４） これがいくらか，私は知りません。 

    I don’t know how much this is. 

 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。      〔入試問題〕 

（１）  When did he go to England ?    I don’t know that. 

     
I don’t know    when    he    visited    England. 

  
（２）  What did she teach ?   I want to know that. 

     
I want to know    what    she    taught    . 

  
（３）  Do you know her name ? 

     
Do you know    who    she    is    ? 

  
（４）  I don’t know his address.            ★ address ＝ 住所 

     
I don’t know    where    he    lives    . 

  
（５）  We want to know when he was born.       ★ was born ＝ 生まれた 

     
We want to know    his        birthday     . 

  
（６）  I know her age.                   ★ age ＝ 年齢 

     
I know    how       old    she    is    . 

  
（７）  Do you remember the name of the flower ? 

     
Do you remember    what    the flower is  called（named）  ? 

  
（８）  I didn’t know what to say at that time. 

     
I didn’t know what    I       should       say    at that time. 



 

基本 解答 

１  間接疑問文  

① 次の英文を日本語にしなさい。 

  I want to know what she is cooking. 

    私は彼女が何を料理しているか知りたい。 

 

② 次の（   ）内の語を並べかえ，正しい英文を書きなさい。 

（１）  I know  （  is  /  that  /  who  /  boy  ） . 

     I know        who that boy is                             . 
    

（２）  Do you know  （  she  /  come  /  will  /  when  ）  ? 

     Do you know        when she will come                         ? 

 

③ 次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。 

（１） 私はこれが何か知りません。 

  I don’t know what this is. 
  

（２） あなたは彼がどこに住んでいるか知っていますか。 

    Do you know where he lives ? 

 

２  ２つの文から間接疑問文へ  

次の２つの文をそれぞれ１つの文にしなさい。 

（１）  I know.    What is Miki making now ? 

     I know what Miki is making now. 
  

（２）  I don’t know.    What does he want ? 

     I don’t know what he wants. 
  

（３）  Do you know ?    What did she buy yesterday ? 

     Do you know what she bought yesterday ? 
  

（４）  Do you know ?    Where did he go last Sunday ? 

     Do you know where he went last Sunday ? 
  

（５）  Please tell me.    When will she come here ? 

     Please tell me when she will come here. 



 

発展 解答 

 

問題１  次の日本語をそれぞれ英語で書きなさい。           〔入試英作文問題〕 

（１） それが何であるか私に教えてください。   

    Please tell me what it is.                     
  

（２） 彼女はどんなスポーツが好きか私に教えてくれませんか。 

    Will you tell me what sport she likes ?    
  

（３） 彼がこの町にいつ着いたのか，あなたは知っていますか。 

    Do you know when he arrived in this town ?       
  

（４） これがいくらか，私は知りません。 

    I don’t know how much this is. 

 

 

問題２  各組の文がほぼ同じ内容になるように，     に適語を１語ずつ書きなさい。      〔入試問題〕 

（１）  When did he go to England ?    I don’t know that.           ★ go(went) to 場所 

     
I don’t know    when    he    visited    England.      visit(ed) 場所 

  
（２）  What did she teach ?   I want to know that. 

     
I want to know    what    she    taught    . 

  
（３）  Do you know her name ? 

     
Do you know    who    she    is    ? 

  
（４）  I don’t know his address.            ★ address ＝ 住所 

     
I don’t know    where    he    lives    . 

  
（５）  We want to know when he was born.       ★ was born ＝ 生まれた 

     
We want to know    his        birthday     . 

  
（６）  I know her age.                   ★ age ＝ 年齢 

     
I know    how       old    she    is    . 

  
（７）  Do you remember the name of the flower ? 

     
Do you remember    what    the flower is  called（named）  ? 

  
（８）  I didn’t know what to say at that time. 

     
I didn’t know what    I       should       say    at that time. 

 


