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☒  what [(ホ)ワット]

代 何

形 何の、どんな、【感嘆文で】なんと

間 なに! なんだって！

※ このページの疑問文に対する答え方の例は

次ページ(１８ページ)を参照してください。

１７ページ
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≪短縮形≫ what is = what’s

What’s the matter (with you) ?

『どうしたの？』

※ 何かトラブルを抱えている人に

What’s wrong (with you) ? 『どうしたの？』

※ 顔色が悪い人や具合が悪そうな人に

What’s up ? 『どうしたの？ 元気？』

※ あいさつのように使われる。

☆ 上記の３つはすべて『どうしたの？』だが、

状況に応じて使う表現が異なる。

What’s new ? 『何か変わったことない？』

【親しい間柄で】

What about ~ ? 『～はどうですか？』

= How about ~ ? →【単語帳 No. 53…how】

What [How] about a cup of tea ?

『紅茶を１杯いかがですか？』

What do you mean (by that) ?

『(それは)どういう意味ですか？』

what to ~ 『何を～したらよいか、すべきか』

≪時間･曜日･日付を聞く表現≫

What time is it now ? 『今何時ですか？』

What day (of the week) is (it) today ?

『今日は何曜日ですか？』

What’s the date today ? ※ date ｢日付｣

= What day of the month is (it) today ?

『今日は何月何日ですか？』

疑問詞は疑問文を作るために使う語。本来、疑問詞と

いう品詞の分類はしないが、この単語帳では疑問詞と

して説明しています。(くわしくは以下のようになる)

疑問代名詞…代名詞として用いられる。

what, which, who の３つ

疑問限定詞…限定詞として用いられ、名詞を修飾する。

what, which, whose の３つ

疑問副詞 …副詞として用いられ、動詞を修飾する。

when, where, why, how の４つ

What is this ? 『これは何ですか？』

What’s your name ? 『あなたの名前は何ですか？』

※ 上記は多少ぶっきらぼうな言い方になるので、

May I have your name ? と聞くほうがよい。

What do you have in your hand ?
『あなたは手に何を持っていますか？』

What is he ? 『彼の職業は何ですか？』

比較 Who is he ? は名前や血縁関係を聞く表現。

What do you call this animal ?

（→『この動物をなんと呼びますか？』）

→『この動物の名前は何ですか？』【英語名を聞く表現】

What are you talking about ?

『あなたは何について話しているのですか？』

What do you think of [about] the news ?

『そのニュースについてあなたはどう思いますか？』

※ 『どう』と訳すが、How ではないことに注意！

What can I do for you ? 【店員がお客に対して】

『何にいたしましょうか？ いらっしゃいませ。』

I don’t know what he said.

『私は彼が何と言ったかわかりません。』

He didn’t know what to do next.

『彼は次に何をしたらよいかわからなかった。』

What sport(s) do you like ?

『あなたは何の[どんな]スポーツが好きですか？』

What subject do you like (the) best ?

『あなたは何の教科が１番好きですか？』

※ １番好きなものをたずねるときは名詞が単数形になる。

= What’s your favorite subject ? ※ 上記とほぼ同意

『あなたの大好きな教科は何ですか？』

What kind of music do you like ?

『あなたはどんな種類の音楽が好きですか？』

≪感嘆文≫ ※【単語帳 No.53 … how】の感嘆文も参照のこと。

What a [an] 形容詞 + 名詞 (+ 主語 + 動詞) ! の形で

『なんと [なんて] ～でしょう [なんだろう]！』

※ 名詞が複数形のときには a[an] は必要なくなる。

What an interesting book (this is) !

『(これは)なんとおもしろい本なのでしょう！』

What beautiful flowers (these are) !

『(これらは)なんて美しい花々なんでしょう！』

☆ 間投詞 の用法の例文は省略します。
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