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Unit 9 今日は何曜日ですか？ 

≪この課のねらい・・What と How の用法≫ 

使用頻度は What と How で疑問詞全体の６０％を占めます。 

 

1. What は「何」「どんな」ということを聞くとき 

2. How は  

 A: 「どのように？」手段、方法、状態を聞くとき 

   How do I start up this PC? （この PC をどうやって起動させるんですか？）・・方法 

  How did you go there? （そこへどうやって行きましたか？）・・手段 

       How is your cold? （風邪の具合はどうですか？）・・状態 

 B: 「どのくらい？」程度を聞くとき 

    How much is this?  (これはいくらですか？) 

  How old are you? （何歳ですか?） 

 
※講師とのレッスンは、「1 – 1・・・Basic Expressions」から始まります。 

 「この課のねらい」については、レッスン開始前にお読みください。 

 

 

１ - １・・・Basic Expressions 

重要表現ですので講師と一緒に発音練習をしてみましょう。 

 

1. A: What day is it today? (今日は何曜日ですか？)    

     B: It is Friday. (金曜日です。) 

 

2. A: What‘s the date today? （今日は何日ですか？) 

  B: It’s February 25th .（2 月 25 日です。) 

 

3. A: How much is this shoulder bag? 

  (このショルダーバッグはいくらですか？) 

  B: It’s $80. （80 ドルです。) 

 

4.  A: How long does it take from here to your company? 

   (ここからあなたの会社までどの位かかります？)  

   B:  It takes about 15 minutes by train. 

  （電車でおよそ 15 分です。） 
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１ – ２・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。 

繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

1. A:  What is this?  （ これは何ですか？）  

  B:  It is a bird.  （ それは鳥です。） 

 

2. A:  What’s this? （ これは何ですか？） 

   B:  I don’t know. Is it an avocado? 

  （ わかりません。アボカドですか？） 

     A:  No, it is an Indian mango. 

  （いいえ、それはインディアンマンゴーです。） 

  B:  Really?  （本当？） 

 

3. A:  What day is it today? （今日は何曜日ですか？） 

 B:  It is Friday. （金曜日です。） 

  A:  Great! No work tomorrow! 

  （すばらしい！！明日は仕事が休み！） 

 

4. A:  What time is it now? （今何時ですか？） 

   B:  It’s three o’clock. （3 時です。） 

 A:  Tea time! （ティータイム！） 

 

5. A:  What‘s the date today? （今日は何日ですか？） 

 B:  It’s February 25th . （2 月 25 日です。） 

 

6. A:  What sport do you like? （どんなスポーツが好きですか？） 

  B:  I like basketball. （バスケットボールが好きです。） 

 

7. A:  What does she study? （彼女は何を勉強しますか？） 

  B:  She studies math. （数学を勉強します。） 

 

8. A:  What is your hobby, Tomoka? 

  （トモカ、あなたの趣味はなんですか？）    

 B:  Studying English. It’s very interesting. 

  （英語です。英語はとても面白いです。） 

 

9. A:  What do you have for lunch? （昼食に何を食べますか？） 

   B:  We have rice and miso soup. （ご飯と味噌汁です。） 

 

10. A: What’s the matter?（ どうしたの？） 

    B:  I have a little fever.（少し熱があります。） 
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１ – ３・・・Role Playing  

A または B になって役割練習をしてください。 

繰り返し、覚えるまで練習しましょう。 

 

1. A: How old  is he? （彼は何歳ですか？） 

 B: He is 45 years old. （彼は 45 歳です） 

 

2. A: How much is this shoulder bag?（このショルダーバッグはいくらですか？） 

 B: It’s $80（80 ドルです。） 

 

3. A: How do you like these shoes? （この靴はいかがですか？） 

 B: They are very cute. I like their color.（とてもキュートで、色が気に入ってます。） 

 

4. A: How do you go to work?（仕事へはどうやって行きますか？）    

 B: I go to work by train. （私は仕事へ電車で行きます。） 

 A: How long does it take from here to your company? 

  （ここからあなたの会社までどの位(時間)かかります？）  

 B: It takes about 15 minutes by train. （電車でおよそ 15 分です。） 

 

5. A: How many people live in this city?（この町には何人の人が住んでいますか？） 

 B: Around 150,000. （約 15 万人です。） 

 

6 A How’s the weather? （天気はどうですか？） 

 B It’s rainy. （雨です。） 

 

7 A: How long does she work? （彼女はどの位（時間）働きますか？）  

 B: She works for eight hours. （8 時間働きます。） 

 

8. A: How many employees do you have in your company? 

  （あなたの会社では何人の従業員がいますか？）  

 B: Thirty employees.（30 人です。） 

 

9. A: How far is it from Tokyo to Osaka? （東京から大阪までどのくらいの距離がありますか？）  

 B: It’s about 600 km. （およそ 600 キロメートルです。） 
 

10. A: How tall are you? （身長はどれくらいですか？） 

 B: I am 5 feet 7 inches tall. （5 フィート 7 インチです。） 

  =I am 5’7”. 

 *１foot =12inches = 30.48cm １inch =2.54cm 
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２ - １・・・Activity 

疑問文に→のことばで答え、繰り返し両方発音しましょう。 

e.g. What is your name ? (あなたの名前は何ですか？) 

       → トモコ ノナカ 

       → My name is Tomoko Nonaka. 

 

1. What day is it today?（ 今日は何曜日ですか？） 

 → 木曜日 (Thursday) 

 

2. What time is it now? （今何時ですか？） 

 → 9 時 45 分（nine , forty- five） 

 

3. What‘s the date today? （今日は何日ですか？） 

 → 5 月 15 日（May, fifteenth ） 

 

4. What sport do you like? （どんなスポーツが好きですか？） 

 → 野球 （Baseball） 

 

5. What does she study? （彼女は何を勉強しますか？） 

 → 歴史 （History） 

 

6. What is your favorite music? （あなたの好きな音楽は何ですか？） 

 → クラシック（classical music） 

 

7. What do you have for lunch? （昼食に何を食べますか？） 

 → トーストとコーヒー（toast / coffee） 

 

8. How old is he? （彼は何歳ですか？） 

 → 32 歳 （thirty two years old ） 

 

9. How do you go to work? （仕事へはどうやって行きますか？） 

 → 電車で（by train） 

 

10. How’s the weather? （天気はどうですか？） 

 → 快晴（fair ） 

 

11. How long does she work? （彼女は何時間働きますか？） 

 → 8 時間（for eight hours ） 

 

12. How many employees do you have in your company?（会社には従業員が何人いますか？） 

 → 約 100 人（around one hundred） 
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 Memorize these sentences - ９  

  この Unit に出てきた英文です。繰り返し発音し、暗記してください。 

 

1. A: What day is it today?  

 B: It is Friday.  

 

2. A: What‘s the date today? 

 B: It’s February 25th. 
 

3. A: How much is this shoulder bag? 

 B: It’s $80.  

 

4. A: How long does it take from here to your company? 

 B: It takes about 15 minutes by train. 
 




