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Let`s make tag questions. 付加疑問文を作ってみよう。1
ふかぎもんぶん　　  つく

Lesson12 付加疑問文
　ふかぎもんぶん

tag questions

？？ What is a tag question ？？

A tag question is a question that we can add at the end of a statement.

付加疑問文とは、文の最後に加えて、～だよね？～でしょ？という意味になる文章の事です。 

Example）　It is very cold today, isn`t it? 　（今日とっても寒いよね。）

Example）　You did your homework, didn`t you? ( 宿題したんだよね。）

A B AB`nt ?＋ ＋
,

①

～なんだよね。～でしょ。

Bill や、Eric など、人の名前の時、付加疑問文は、男の人なら he, 女の人なら she になるよ！

また、動きの英語の場合、She, He, It なら does, I, You, They, We なら do になるよ！

ひと　　 なまえ　  とき　    　ふかぎもんぶん  　　　　おとこ　 ひと　　　　　　　　おんな　 ひと

Example) Erika swims very fast, doesn`t she?

うご　　　　えいご　 　　ばあい

(1) She can sing very well,                ?

(2) Bill is a university student,               ?

A: can she?     B: did she?     C: cant`t she?     D: isn`t she?

A: is he?     B: does he?     C: doesn`t he?     D: isn`t he?

(3) Mary works for a computer company,                ?

(4) Ken and Louis are good friends,               ?

A: does she?     B: can`t she?     C: isn`t she?     D: doesn`t she?

A: can`t they?     B: aren`t they?     C: isn`t he?     D: don`t they?
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A B AB`nt ?＋ ＋
,

②

～じゃないんだよね。～じゃないんでしょ。

Let`s make tag questions. 付加疑問文を作ってみよう。2
ふかぎもんぶん　　  つく
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tag questions

(1) She can`t sing very well,                ?

(2) Bill isn`t a university student,               ?

A: can she?     B: did she?     C: cant`t she?     D: isn`t she?

A: is he?     B: does he?     C: doesn`t he?     D: isn`t he?

(3) Mary deson`t work for a computer company,                ?

(4) Ken and Louis aren`t good friends,               ?

A: does she?     B: can`t she?     C: isn`t she?     D: doesn`t she?

A: can`t they?     B: aren`t they?     C: are they?     D: don`t they?

Example) It isn`t raining outside, is it? 　

　　　　　（外は雨降っていないんだよね。）

Example) You didn`t go to school yesterday, did you? 

　　　　　（昨日学校に行かなかったんだよね。）

P1 で解いた問題の逆パターンだよ。よく考えてみよう！
と　　　　　　 もんだい　　 ぎゃく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かんが

同じような意味になるもので、カンマ (,) の後ろに、right? を付けるだけで、

～だよね？という意味にできるよ！！

おな　　　　　　　　　　　いみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うし　　　　 　　　　　　　　　　　 　 つ

いみ


