
みんなの英プリ No.1       Class   No.   Name                      

＜ 疑問詞：How１ ＞ 

A: How are you (doing)? 

B: I’m great. How about you? 

A:今の調子はどうだい？ 

B:絶好調！ 君はどう？ 

A: How is the weather in Tokyo? 

B: It’s sunny. (ウェザー) 

A:東京のお天気はどう？ 

B:晴れてるよ。 

how は様子や状態を聞くときに使う疑問詞。 

あいさつ代わりに、相手の様子やお天気の状態について聞く時にも使われる。 
 

Ａ．例文を参考にして、それぞれの人物になったつもりで、あなたの状態についての英語

の会話文を作りなさい。 

例 1. 2. 3. 4. 

     

great happy bad angry sad 
 

例  How are you doing? I’m great.   

1．                                                        

2．                                                        

3．                                                        

4．                                                        

 

Ｂ．例文を参考にして次の会話文を英文にしなさい。 

例 Tokyo 1. Chiba 2.Osaka 3.Aichi 4. Akita 

     

windy sunny cloudy rainy snowy 
 

例  How is the weather in Tokyo? It’s windy. 

1．                                    in Chiba.                                                          

2．                                    in Osaka.                                                          

3．                                    in Aichi.                                                            

4．                                    in Akita.                                                            



みんなの英プリ No.2       Class   No.   Name                      

＜ 疑問詞：How２ ＞ 

Ａ．それぞれの人物になったつもりで、あなたの状態についての英語の会話文を作りなさ

い。※下の単語群から絵にふさわしい単語を選ぶこと。 

例 1. 2. 3. 4. 

     

     
 

例  How are you doing? I’m nervous.   

1．                                                          

2．                                                          

3．                                                          

4．                                                          

sad  /  angry  /  happy  /  sleepy 

 

Ｂ．それぞれの絵を見て天気についての会話文を英文にしなさい。 

Tokyo 1. Chiba 2.Osaka 3.Okinawa 4. Akita 

     

thundering 

サンダリング 

   

 

 

 

例  How is the weather in Tokyo?  It’s thundering.  

1．                                    in Chiba.                                                          

2．                                    in Osaka.                                                          

3．                                   in Okinawa.                                                            

4．                                    in Akita.                                                            
 

cloudy  /  rainy  /  sunny  /  snowy 

 

①thunder(サンダー)は、雷鳴(雷の音)です。稲妻は lightning(ライトニング)と言います 

②雨や雪が降っている時は～ing という進行形で答える場合があります。 

 rainy⇒raining,  snowy⇒snowing 



みんなの英プリ No.3       Class   No.   Name                      

＜ 疑問詞：How３ ＞ 

A: How old are you? 

B: I’m fifteen years old. 

A:君はどれくらい古いの(何歳)？ 

B: 私は 15 歳です。 

A: How tall are you? 

B: I’m 170 centimeters tall. 

A:君はどれくらい背が高いの？ 

B:私は 170cm です。 

A: How long is this river? 

B: It’s about 100 kilometers long. 

A:この川はどれくらい長いの？ 

B:それは約 100km です。 
 

Ａ．How old～？：次の日本文を英文にしなさい。※数字を英語で書きなさい 

1． 君は何歳ですか。                                            

 私は 12 歳です。                                            

2． 君のお父さんは何才ですか。                                            

 彼は 50 歳です。                                            

3． ケンのおばさんは何歳？                                            

 彼女は 45 歳です。                                            
 

Ｂ．How tall～？：次の日本文を英文にしなさい。 

1． 君はどれくらい背が高いの？                                             

 私は 160 centimeters です。        160                            

2． 君のお母さんの身長は？                                           

 彼女は 170 centimeters です。        170                            

3． ケンのおじさんの身長は？                                           

 彼は 180 centimeters です。        180                            
 

Ｃ．How long～？：次の日本文を英文にしなさい。※数字を英語で書きましょう！ 

1． この川はどれくらい長いの？                                             

 それは約 20 kilometers です。                                            

2． このロープの長さはどれくらい？                                           

 それは約 10 meters です。                                                

3． このへびの長さはどれくらい？                                           

 それは約 30 centimeters です。                                           



みんなの英プリ No.4       Class   No.   Name                      

＜ 疑問詞：How４ ＞ 

A: How many lions are there in this zoo? 

B: There are five lions. 

この動物園には何頭ライオンがいますか？ 

5 頭います。 

① 疑問詞の How + many は数を聞くときに使える。 

② There are (is) ～. で「～がいる、ある」という存在を表す表現ができる。 
 

Ａ．下の絵を見て指定された動物の数を聞く質問を作り、その質問に自分で答えなさい。 

 

 

1．A:                   horses                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

2．A:                   dogs                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

3．A:                   cats                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

4．A:                   cows                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

 

Ｂ．How many ～s are there?：次の日本文を英文にしなさい。 

1．A: 君のクラスには何人の生徒がいますか。 

                                                          in your class? 

B: 30 人の生徒がいます。                                               

2．A: 庭には何羽の鳥がいるの。 

                                                      in the             ? 

B: 12 羽の鳥がいます。                                            

 



みんなの英プリ No.5       Class   No.   Name                      

＜ 疑問詞：How 5 ＞ 

Ａ．下の絵を見て指定された物の数を聞く質問を作り、その質問に自分で答えなさい。 

  ※色や多少の形の違いは気にしないで答えてね。 

 

 

 

1．A:                   pens                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

2．A:                   rulers                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

3．A:                   scissors                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

4．A:                   erasers                      in this picture? 

B:                                                 in this picture. 

Ｂ．How many ～s are there?：次の日本文を英文にしなさい。 

1．A: その箱の中には何本の定規がありますか。 

                                                     in the         ? 

B: 11 本の定規があります。                                               

2．A: その机の上には何個のホチキスがありますか。 stapler(ステイプラー) 

                                                        on the desk? 

B: ８個あるよ。                                              

3．A: 君のかばんには何冊のノートが入っているの。  notebook 

                                                         in your        ? 

B: 4 冊入ってるよ。                                               

※日本人が使っているカタカナ文字には、英語として通じないものがたくさんあります。 

ball pen⇒ballpoint pen / sharp pen⇒mechanical pencil(メカニカル ペンソー) 



みんなの英プリ No.6       Class   No.   Name                      

＜ 疑問詞：How６ ＞ 

A: How do you go to school? 

B: I go to school by bike. 

君はどうやって学校に行くの。 

私は自転車で学校に行くの。 

疑問詞の How は交通手段を聞くときに使える。答える時は by を使って表現する。 

ただし「歩いて」という表現の時は on foot という表現を使う。 

A: How long does it take? 

B: It takes about ten minutes. 

どのくらいかかるの。 

約 15 分かかる。 

疑問詞の How + long は時間や期間の長さを聞くときに使える。 

「かかる」という動詞は take を使う。 

Ａ．上の例文を参考にして次の会話文を英文にしなさい。 

1．A: 君はどうやって学校に行くの。 

                                                       

B: 私はバスで学校に行く。 

                                                 

A: どのくらいかかるの。                                                  

B: 約 15 分かかる。                                                          

2．A: 君はどうやって図書館に行くの。 

                                           the                 

B: 私は車で図書館に行く。 

                                                            

A: どのくらいかかるの。                                                  

B: 約 20 分かかる。                                                          

3．A: 君はどうやって公園に行くの。 

                                           the                 

B: 私は歩いて公園に行く。 

                                                            

A: どのくらいかかるの。                                                  

B: 約 30 分かかる。                                                          



みんなの英プリ No.7       Class   No.   Name                      

＜ 疑問詞：How７ ＞ 

Ａ．No.6 の英プリを参考にして、絵にあるそれぞれの場所に行く方法と､かかる時間につ

いての英語の会話文を作りなさい。※about～約○分、時間をつけよう 

1. baseball park 2. soccer stadium 3. restaurant 4. school 

    

bus / an hour car / two hours bike / 20 minutes foot / 40 minutes 

 

1．A:                                      the                             

B:                      the                                             

A:                                                 

B:                  about                       

2．A:                                      the                             

B:                      the                                             

A:                                                 

B:                                                     

3．A:                                                                        

B:                                                                        

A:                                                                        

B:                                                                        

4．A:                                                                        

B:                                                                        

A:                                                                        

B:                                                                        

※school の前に the はつかないよ 

20, 40 を英語で書

いてみる。うな。 


