
名詞節（that節と if節） 

1． 私は、彼が東京に住んでいると思う。

I (            ) (   ) he lives in Tokyo. 

2． 私は、彼が東京に住んでいると信じている。

I (    ) (   ) he lives in Tokyo. 

3． 私は、彼が東京に住んでいると知っている。

I (    ) (   ) he lives in Tokyo. 

4． あなたは、彼が東京に住んでいることを知っていますか。

Do you know (  ) he lives in Tokyo? 

5． あなたは、彼が東京に住んでいるかどうか（ということを）知っていますか。

Do you know (  ) he lives in Tokyo? 

6． 私は、彼が東京に住んでいるかどうか知らない。

I don’t know (  ) he lives in Tokyo. 

7． 私は、彼が東京に住んでいるかどうか知りたい。

I want (    ) (      ) (   ) he lives in 
Tokyo. 

8． その男は、私に、自分は東京に住んでいると言っている。

The man tells me (   ) he lives in Tokyo. 

9． その男は、私に、自分は東京に住んでいると言った。

The man told me (   ) he (   ) in Tokyo. 

10． 母は、私に、彼は東京に住んでいるのかと聞いた。 
My mother asked me (            ) he (   ) in 
Tokyo. 

11． 彼は東京に住んでいるのだろうか（と不思議に思う）。 
I (            ) (   ) he lives in Tokyo. 
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名詞節（that節と if節） 

1． I think that he lives in Tokyo.
私は、彼が東京に住んでいる ( )。 

2． I believe that he lives in Tokyo. 
私は、彼が東京に住んでいる ( )。 

3． I know that he lives in Tokyo. 
私は、彼が東京に住んでいる ( )。 

4． Do you know that he lives in Tokyo? 
彼が東京に住んでいる ( )。 

5． Do you know if he lives in Tokyo? 
彼が東京に住んでいる (   )。 

6． I don’t know if he lives in Tokyo. 
私は、彼が東京に住んでいる ( )。 

7． I want to know if he lives in Tokyo. 
私は、彼が東京に住んでいる ( )。 

8． The man tells me that he lives in Tokyo. 
その男は、自分が東京に住んでいる ( )。 

9． The man told me that he lived in Tokyo. 
その男は、自分が東京に ( )。 

10． My mother asked me if he lived in Tokyo. 
母は、彼が東京に ( )。 

11． I wonder if he lives in Tokyo. 
彼は東京に住んでいる  ( )。 
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間接疑問文１ 

1. あなたのかばんの中に何がありますか。（普通の疑問文）

2. 私は、あなたのかばんの中に何があるのか知っています。（間接疑問文）

3. これは何ですか。

4. 私は、これが何であるのか知っています。

5. 私は、誰が部屋をそうじしたのか知っています。

6. 私は、あの人（that man）が誰なのか知りません。

7. 私は、あなたがなぜ忙しいのか知っています。

8. あなたは、彼女がなぜ怒っている（angry）のか知っていますか。
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間接疑問文２ 

1. 私は、誰がそれを書いたのかさっぱり分かりません。（ I have no idea … ）

2. 私は、机の下に何があるのかよく分かりません。（ I’m not sure … ）

3. あのきれいな女の人は誰なんだろう。（ I wonder … ）

4. あなたは、彼がイギリスに住んでいるかどうか知っていますか。

5. 私は、彼がどこに住んでいるのかさっぱり分かりません。

6. 私は、彼が明日来るのかどうか知りません。

7. 私は、あなたがどの大学に行きたいのかを知りたいのです。

参考   “What college do you want to go to?”

8. 彼女は私に、一緒に大学に行く気があるのかと聞きました。（ ask ）

参考   She said to me, “Will you go to college with me?”

4



間接疑問文３ 

1. 誰がそれを書いたのか、さっぱり分からない。

I have (          ) (       ) who wrote it. 

2. 彼が何をたくらんでいるのか、よく分からない。

(          ) (          ) (  ) what he is up to. 

3. 彼がどうしてそんなに君に怒っているのか、分かるよ。

I see (         ) (          ) (  ) so angry at you. 

4. あなたがどうしているか、確かめたかったの。

I wanted (          ) see (   ) you were doing. 

5. 私があなたのことをどんなに大切に思っているか、あなた分かってない。

You don’t know (          ) (    ) I care about you. 

6. 彼がどんなにうまくプレーしたか、君は想像もつかないよ。

You cannot imagine (          ) (   ) he played. 

7. そういう（恋愛）関係がどうなるか、みんな知っている。

We all know ( ) those relationships end. 

8. 君が何についての話をしているのか、よく分からない。

I’m not sure (        ) (        ) (    ) talking about. 

9. 私なら何を書くか、知りたいですか。

Do you want to know what I ( ) write? 
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間接疑問文３（復習） 

1. 誰がそれを書いたのか、さっぱり分からない。

2. 彼が何をたくらんでいるのか、よく分からない。

3. 彼がどうしてそんなに君に怒っているのか、分かるよ。

4. あなたがどうしているか、確かめたかったの。

5. 私があなたのことをどんなに大切に思っているか、あなた分かってない。

6. 彼がどんなにうまくプレーしたか、君は想像もつかないよ。

7. そういう（恋愛）関係がどうなるか、みんな知っている。

8. 君が何についての話をしているのか、よく分からない。

9. 私なら何を書くか、知りたいですか。
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間接疑問文、if節 

問 同じ主旨の文に言い換えなさい。 

1. Who is that man?

I don’t know

2. Where does she live?

Do you know

3. Does she live in Sapporo?

Do you know

4. Why is he so angry?

I wonder

5. How does this robot work?

Please tell me

6. When will she come?

We don’t know

7. Will she come?

We don’t know

8. How did he solve the problem?

I know

9. Is she coming to the party?

I want to know

10. I didn’t know if I liked studying.（訳しなさい）
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間接話法、大過去 

問 同じ主旨の文に言い換えなさい。 

1. He says, “I have two sons.”

He says (that) he has two sons.

2. He said, “I have two sons.”

He said (that)

3. He said, “I will repair your bike.”

He said (that)

4. He thought, “I have to run.”

He thought (that)

5. Someone told me, “The train will leave soon.”

Someone told me (that)

6. Someone asked me, “Are you happy?”

Someone asked me if

7. People wanted to know if he was happy. （訳しなさい）
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間接話法、大過去の復習

問 訳しなさい。 

1. 彼はいつも「I love you.」と言ってくれる。

He always says that

2. 彼は「I will do it.」と思った。

He thought that

3. 彼は「Can I do it?」と思った。

He wondered

4. 彼は「Where does she live?」と思った。

He

5. 彼は私に「Will you come?」と聞いた。

He asked me

6. 彼は「I forgot my bag.」と気づいた。（forget-forgot-forgotten）

He realized

7. 彼はロンドンで撮った写真を１枚見せてくれた。

He showed me a picture that he

8. 私は父が買ってくれた腕時計をなくした。（buy-bought-bought）

I lost the watch
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