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Lesson13 間接疑問文
　かんせつぎもんぶん

indirect questions

Let`s read indirect questions. 間接疑問文を読んでみよう。1
かんせつぎもんぶん　    よ

☆疑問文

例） When will your mother come?　（あなたのお母さんはいつ来ますか？）

☆間接疑問文

例） I don`t know when your mother will come.　（あなたのお母さんはいつ来るのかわからない。）

WH の疑問文は、WH から始まって、？で終わる、質問ですが、間接疑問文は

いつ when ／なぜ why ／なにが what ／どれが which ／どこで where ／どうやって how ～～～かどうか

のような訳し方をします。語順と意味をしっかり勉強しよう！

間接疑問文とは？？疑問文と何が違うのか、考えてみよう！
かんせつぎもんぶん　　　　　　　　　ぎもんぶん　　 なに　　ちが　　　　 　　　かんが

かんせつぎもんぶん

ぎもんぶん

かあ　　　　　　　　　　 き

かあ　　　　　　　　　　 く

 ぎもんぶん　　　　　　　　　   はじ　　　　　　　　　　   お　　　　　  しつもん　　　　　　　  かんせつぎもんぶん

やく　　かた　　　　　　　　　ごじゅん　　  いみ　　　　　　　　   べんきょう

1． I don`t remember what I ate last night.

2. Do you know where she is now?

3. I am not sure who that girl is.

4. I don`t know why she did`t do her homework.

5. Do you remember how we came here?

(昨日の夜、何を食べたのか、覚えていない）

(彼女が今どこにいるのか、知っていますか？）

(あの女の子が誰なのか、はっきりはわからない）

(なぜ彼女が宿題をしなかったのか、わからない）

(どうやってここに来たのか、覚えていますか？）

きのう 　よる  なに　  た　　　　　　　 　おぼ

かのじょ  いま　　　　　　　　　　　　 し

おんな こ　　だれ

かのじょ　しゅくだい

き　　　       おぼ

Let`s read WH questions. WH の通常の疑問文を読んでみよう。2
つうじょう　ぎもんぶん　　　よ

1． What did I eat last night?

2. Where is she now?

3. Who is that girl?

4. Why didn`t she do her homework?

5. How did we come here?

(昨日の夜、何を食べたっけ？）

(彼女は今どこにいますか？）

(あの女の子は誰ですか？）

(なぜ彼女は宿題をしなかったのですか？）

(私達どうやってここに来ましたか？）

きのう 　よる  なに　  た　　　　　　　 　

かのじょ  いま　　　　　　　　　　　　 

おんな  こ　　だれ

かのじょ　しゅくだい

わたしたち　　　　　　　　　　　　き　　　       
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① I don`t know                             now.

(A) she      (B) where     (C)  is

( 今彼女がどこにいるのかわからない）

Let`s make indirect questions. 間接疑問文を作ってみよう。3
かんせつぎもんぶん　　つく

② I`m not sure                             .

(A) is      (B)he     (C)  how

( 彼がどうしているのがはっきりはわからない。）

③ Do you know                              ?

(A) they      (B) when     (C)  left

( 彼らがいつ去ったのか知っていますか？）

④ I don`t remember                            .

(A) what      (B) said     (C)  my teacher

( 先生が何と言ったのか、覚えていない）

⑤ Can you tell me                                       baseball?

(A) why      (B) don`t     (C)  you     (D) like     

（なぜ野球が好きではないのか教えてくれますか？）

⑥ I can`t tell you                                       .

(A) how     (B) they     (C)  here       (D)  came
( 彼らがどうやってここに来たのか教える事はできない）

⑦ I know which T-shirt                              .

(A) Emily      (B)like     (C)  will
(Emily がどちらの Tシャツが好きか、私はわかります。）


