
Max Grammar 10 Minutes 

No.6： What is ～?  Who is ～? 

 

POINT１：  what is this? 

 

 

 

 

 

 Whatの文      Whoの文 

 

 This is          .     Your new teacher is          . 
  

 

 

 What is this ?    Who is your new teacher? 
 

      疑問文なので、この部分も isを前に持ってきて疑問文の順番にするんだ 

      Is this ～?  Is your new teacher ～? という形で疑問文作るんだったね 

      

 

POINT２：  A or B 

 

 

 

 

 例） この病院は新しいですか、古いですか。  

      Is this hospital new or old? 

 

    ユカコの好きなスポーツはバドミントンですか、テニスですか。 

    Is Yukako’s favorite sport badminton or table tennis? 

 

 

POINT 3 イントネーション       

 

  YESと NOで答えられる疑問文  Are you from China? 

  文末のイントネーションが上がるよ  Is this your bike? 

  

 

  What、Whoなどの文（YES／NOで言えない） What is this? 

  文末のイントネーションが下がるよ     Who is that lady?  

 

 

  A or Bの言い方     Is she tall or short? 

  Aで上げて、Bで下げる   Is this good or bad? 

       

What is ～? 「～は何ですか」 

Who is ～? 「～は誰ですか」 

？ ？ 

正体不明なものを What に

して文の最初に持っていく 

正体不明な人をWhoにし

て文の最初に連れていく 

A or B 「Aか Bか」 

文末に向けて上げていく 

普通の文と同じで下げて終わる 

Aはあげあげ～、Bはさげさげ～ 



CHECK問題 06 

 

 A   会話になるように、下線部に英語を書きなさい。 

 

01                        she?  -  She is my friend, Miki. 

02                        this?  -  This is a duck’s egg. 

03                        that man?  -  He is my old brother. 

04                        her name?  -  Her name is Yukako Kudo. 

 

 

 B   日本語を参考に、下線部に英語を書きなさい。 

 

01   この本は良いですか、悪いですか。 － 悪くありません。良いですよ。 

 Is this book                                      ?  -  It’s not bad.  It’s good. 

 

02   キタノさんは看護師ですか、医者ですか。 － 看護師ではなく、医者です。 

Is Ms. Kitano                                     ?   

-  She’s not a nurse.  She’s a doctor. 

 

03   あなたの妻はアメリカ出身ですか、カナダ出身ですか。 － アメリカではなくカナダです。 

Are you from                                      ? 

    -  She’s from Canada, not from America. 

 

 C   下線部のイントネーションを   もしくは   で答えなさい。 

 

01   What is your phone number? 

02   Is that man your brother or *cousin?    * いとこ 

03   Is she Mr. Nakano? 

 

 D   Key Sentences：英語に直しなさい。 

 

(1) 彼女は誰ですか。 

 

(2) あの女性は誰ですか。 

 

(3) あなたの*歴史の先生は誰ですか。  * history 

 

(4) あなたの*好きな教科は何ですか。* favorite subject 

 



CHECK問題 06 解答 

 

 A  

01   Who is 

02   What is 

03   Who is 

04   What is 

 

 B  

 

01   good or bad 

02   a nurse  or a  doctor 

03   from America or Canada  

 

 C  

 

01 

02 

03 

 

 D  

 

(1) Who is she? 

(2) Who is that lady? 

(3) Who is your history teacher? 

(4) What is your favorite subject? 

 


