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あなたは食べています。 

あなたは食べていますか？ 
あなたは何を食べていますか？

You are eating. 
Are you eating? 
What are you eating?

私は遅刻です。 

私は遅刻ですか？
I am late. 
Am I late?

その席は無料です。 
その席は無料ですか？

That seat is free. 
Is that seat free?

彼女は怒っていました。 

どうして彼女は怒っていましたか？
She was angry. 
Why was she angry?

デービットは行きました。 
デービットはどこへ行きましたか？

David has gone. 
Where has David gone?

あなたは日本へ行ったことがあります。 

あなたは日本へ行ったことがありますか？
You have been to Japan. 
Have you been to Japan?

彼らはすぐにここに来るでしょう。 
彼はいつここへ来ますか？

They will be here soon. 
When will they be here?

ポーラは泳げます。 

ポーラは泳げますか？
Paula can swim. 
Can Paula swim?

デービットはどこに行っていますか？ 
それらの人たちは何を待っていますか？ 

この電話機はいつ発明されましたか？

Where has David gone? 
Are those people waiting for something? 
When was the telephone invented?

彼らは懸命に働きます。 
彼らは懸命に働きますか？

They work hard. 
Do they work hard?

テレビを見ています。 

どのくらい頻繁にテレビを見ますか？
You watch television. 
How often do you watch television?

クリスは車を持っています。 
クリスは車を持っていますか？

Chris has a car. 
Does Chris have a car?

彼女は早く起きました。 

何時に彼女は起きますか？
She gets up early. 
What time does she get up?

彼らは懸命に働きました。 

彼らは懸命に働きましたか？
They worked hard. 
Did they work hard?

あなたは夕食を食べました。 

あなたは夕食に何を食べましたか？
You had dinner. 
What did you have for dinner?

彼女は早く起きました。 

彼女は何時に起きましたか？
She got up early. 
What time did she get up?

週末は、いつも何をしますか？ What do you usually do on the weekends?

あなたの兄弟は何をしていますか？ 
彼は銀行で働いています。

What does your brother do? 
He works in the bank.

先週、私は指を骨折しました。 

どうやって骨折しましたか？
I broke my finger last week. 
How did you do that?

ジョンはどこですか？どうして彼はここにいないのですか？ Where's John? Why isn't he here?

どうしてポーラは明日の会議に来れないのですか？ Why can't Paula come to the meeting tomorrow?

昨晩どうして私に電話しなかったのですか？ Why didn't you call me last night?

EXERCISES（演習）:

私は泳げます。 

あなたは泳げますか？
I can swim. 
Can you swim?

私はよく働きます。 
ジャックはよく働きますか？

I work hard. 
Does Jack work hard?
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今朝、私は遅刻しました。 
今朝、あなたは遅刻しましたか？

I was late this morning. 
Were you late this morning?

その映画を見たことがあります。 

ケイトはその映画を見たことがありますか？
I've seen that movie. 
Has Kate seen that movie?

明日、ここにいるでしょう。 
明日あなたはここにいますか？

I'll be here tomorrow. 
Will you be here tomorrow?

今晩、私は出かけます。 

ポールは今晩出かけますか？
I'm going out tonight. 
Is Paul going out tonight?

私は仕事が好きです。 
あなたは仕事が好きですか？

I like my job. 
Do you like your job?

私はこの近くに住んでいます。 

ニコルはこの近くに住んでいますか？
I live near here. 
Does Nicole live near here?

映画を楽しみました。 

あなたはその映画を楽しみましたか？
I enjoyed the movie. 
Did you enjoy the movie?

良い休暇を取りました。 

良い休暇を取りましたか？
I had a good vacation. 
Did you have a good vacation?

車を思っていますか？ 

はい、持っています。
Do you have a car? 
Yes, I do.

いつも、それを使いますか？ 
はい、ほとんど毎日です。

Do you use it a lot? 
Yes, almost every day.

あなたは昨日それを使いましたか？ 

はい、会社へ行くのに。
Did you use it yesterday? 
Yes, to go to work.

あなたは運転を楽しみますか？ 
いいえ、あまり。

Do you enjoy driving? 
Not very much.

あなたは良い運転手ですか？ 

そう思います。
Are you a good driver? 
I think I am.

事故にあったことはありますか？ 
いいえ、一度も。

Have you ever had an accident? 
No, never.

デイビットはどこへ行きましたか？ Where has David gone?

レイチェルは今日働いていますか？ Is Rachel working today?

子供たちは何をしていますか？ What are the children doing?

チーズはどのように作られますか？ How is cheese made?

あなたの姉妹はパーティに来ますか？ Is your sister coming to the party?

あなたはどうして本当のことを言いませんでしたか？ Why don't you tell the truth?

あなたのゲストはまだ到着していませんか？ Have your guests arrived yet?

何時に飛行機は出発しますか？ What time does your plane leave?

どうしてジェニーは仕事に行かないのですか？ Why didn't Jenny go to work?

あなたの車はその事故で損傷しましたか？ Was your car damaged in the accident?

出かけたいです。 
どこへ行きたいですか？

I want to go out. 
Where do you want to go?

ケイトとポールはパーティへ行きません。 

どうして彼らは行かないのですか？
Kate and Paul aren't going to the party. 
Why aren't they going?

私は読書をしています。 
何を読んでいますか？

I'm reading. 
What are you reading?

スーは早く寝ました。 

スーは何時に寝ましたか？
Sue went to bed early. 
What time did she go to bed?

私の両親は、休暇に出かけます。 
あなたのご両親はいつ休暇にでかけますか？

My parents are going on vacation. 
When are your parents going on vacation?
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数日前、トムを見かけました。 
あなたはどこでトムを見かけましたか？

I saw Tom a few days ago. 
Where did you see Tom?

パーティに行けません。 

どうしてパーティに行けないのですか？
I can't come to the party. 
Why can't you come to the party?

ティナは引っ越しました。 
ティナはどこへ引っ越しましたか？

Tina has moved. 
Where has Tina moved (to)?

いくらかお金が必要です。 

どのくらいお金が必要ですか？
I need some money. 
How much money do you need?

アンジェラは私が好きではありません。 
どうしてアンジェラはあなたが好きじゃないのですか？

Angela doesn't like me. 
Why doesn't Angela like you?

ときどき雨が降ります。 

どれくらい頻繁に雨が降りますか？
It rains sometimes. 
How often does it rain?

買い物をしました。 

いつ買い物をしましたか？
I did the shopping. 
When did you do the shopping?
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