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Unit 5 今日はとても暑い日ですね。 

≪この課のねらい・・付加疑問文・間接疑問文≫ 

付加疑問文・・ 肯定文、否定文や命令文の後に付け加える簡単な疑問形。 

    「～ですね。」「～ではないですね」と念を押したりするときに用いられます。 

 

e.g. You are from Canada, aren’t you ? 

  （あなたはカナダ出身ですね。) 

   

e.g. Tomoko didn’t go to school, did she ? 

 （トモコは学校へ行かなかったんですね。） 

      

e.g. 命令文に will you をつけると穏やかな形になります。 

 won’t you をつけるとさらに丁寧になります。 

 Make yourself at home, won’t you? （どうぞおくつろぎになりませんか？） 

 

e.g. Let’s～の勧誘表現には、shall we?が使われます。 

 Let’s go golfing next Sunday, shall we? 

 （来週の日曜日にゴルフに行きましょう。） 

     

間接疑問文・・ 疑問詞で始まる疑問文が１つの文の一部分になっている文をいいます。 

    基本形は、疑問詞 +主語 +動詞 

e.g. I know who he is .    

     （私は彼がだれか知っています。） 

 

e.g. Do you know what he has ?  

 （あなたは彼が何を持っているか知っていますか？） 

 
※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. You live in Tokyo, don’t you?（東京に住んでいるんですね。） 

 

2. Tsutomu studied English, didn’t he?（ツトムは英語を勉強しましたね。） 

 

3. I don’t know who he is.（私は彼が誰なのかわかりません。） 

 

4. Do you know when he began to study French? 

 （あなたは彼がいつフランス語を勉強し始めたか知っていますか？） 

 

5. I don’t know who wrote graffiti on the wall. 

 （だれがこの壁の落書きをしたのかわかりません。） 
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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。 

 

A: You live in Tokyo, don’t you? 

 （東京に住んでいるんですね。） 

B: Yes, I live in Tokyo with my family. 

 （はい、私は家族と東京に住んでいます。） 

   What about you? （あなたはどうですか？） 

A: I live in Nara.（私は奈良に住んでいます。） 

   Now in Nara, many events are being held to commemorate the 1300th anniversary of Nara 

Heijo-kyo Capital.   

 （奈良は現在平城京遷都 1300 年を記念して様々な行事が開催されています。） 

 Do you want to know what events are being held? 

 （どんなイベントが開催されているのか知りたいのですか？） 

B: Yes, of course.（ええ、もちろん知りたいです。） 

A:  There are a lot of exhibits, international conferences and other attractions.  

 （奈良では多くの展示品、国際会議、そして催し物などがあります。） 

B: Wow! I want to go there and study the history of ancient Japan. 

 （わあ、そこへ行って古代の日本の歴史を学んでみたい。） 

*「be 動詞 + being + 過去分詞」は進行形の受け身の形です。 
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２ - １・・・Activity   

[      ]内に適する単語を入れて付加疑問文を作り、繰り返し何度も発音してみましょう。 

 

1. Your brother played the violin, [      ]? 

 （あなたの兄はバイオリンを弾きましたよね。） 

 

2. She can’t run fast, [      ]? 

 （彼女は早く走ることができませんね？） 

 

3. It is very hot day today, [      ]? 

 （今日はとても暑い日ですね。） 

 

4. Tsutomu studied English, [      ]? 

 （ツトムは英語を勉強しましたね。） 

 

5. You will visit Nara tomorrow, [      ]? 

 （あなたは明日奈良へ行く予定ですよね。） 

 

 

２ - ２・・・Activity   

[      ]内に日本文に合うように単語を入れて文を完成し、何度も発音してみましょう。 

 

1. Who is he? 

    I don’t know who [      ]. 

  （私は彼が誰なのかわかりません。） 

 

2. What do you have in your hand? 

         I want to know what [       ].  

  （私はあなたが手に何を持っているか知りたい。） 

 

3. When did he begin to study French?  

     Do you know when [      ]？ 

  （あなたは彼がいつフランス語を勉強し始めたか知っていますか？） 

 

4. What did she say?   

    I tried to understand what [      ]. 

  （私は彼女の言ったことを理解しようとした。） 

 

5. Who wrote graffiti on the wall?  

     I don’t know who [      ] on the wall. 

  （だれがこの落書きをしたのかわからりません。） 
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２ - ３・・・Activity   

【   】内の日本文を英文に訳して演習を行ってください。 

口になじむまで何度も練習してください。 

A:講師、B:生徒又は A:生徒、B:講師のセリフです。 

 

A: 【東京に住んでいるんですね。】 

B: Yes, I live in Tokyo with my family. 

 （はい、私は家族と東京に住んでいます。） 

   What about you? （あなたはどうですか？） 

A: I live in Nara.（私は奈良に住んでいます。） 

   Now in Nara, many events are being held to commemorate  

 the 1300th anniversary of Nara Heijo-kyo Capital.   

 （奈良は現在平城京遷都 1300 年を記念して様々な行事が開催されています。） 

 【どんなイベントが開催されているのか知りたいのですか?】 

B: Yes, of course.（ええ、もちろん知りたいです。） 

A:  【奈良では多くの展示品、国際会議、そして催し物などがあります。】 

B: Wow ! I want to go there and study the history of ancient Japan. 

 （わあ、そこへ行って古代の日本の歴史を学んでみたい。） 

 

 

Memorize these sentences – ５ 

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. You live in Tokyo, don’t you? 

 

2. Tsutomu studied English, didn’t he? 

 

3. I don’t know who he is. 

 

4. Do you know when he began to study French? 

 

5. I don’t know who wrote graffiti on the wall. 




