テレビ学習メモ

第 22 回

いつ？

どこ？

〜 when と where を使った質問文〜
学習のポイント
◦whenを使って「いつ」なのかが質問できる
英語監修・執筆

鳥飼慎一郎

◦whereを使って「どこ」なのかが質問できる

when を使って「いつ」なのかが質問できる
where を使って「どこ」なのかが質問できる
■コミュニケーション
私たちは、時間と空間の中でコミュニケーションをしています。それゆえに、「いつ」「どこ」を
常に意識しています。今回は、
「いつ」を質問するときに使う when、「どこ」を質問するときに使
▼

う where を使って、「いつ」
「どこ」なのかを質問する表現を学んでゆきます。
以下のような文があったとしましょう。
Mr. Sato will visit Switzerland this fall. （佐藤さんはこの秋スイスに行きます）
［場所：どこ］
［時：いつ］

以下の文では、
［場所：どこ］に当たる部分が欠けています。
Mr. Sato will visit

?

this fall.

（佐藤さんはこの秋

?

に行きます）

［場所：どこ］［時：いつ］

この ? の部分に入る「場所」を聞くときに使うのが where です。
Mr. Sato will visit where this fall.

（佐藤さんはこの秋

?

に行きます）

［場所：どこ］［時：いつ］

Where will Mr. Sato visit this fall?
［場所：どこ］

（佐藤さんはこの秋どこに行きますか？）

［時：いつ］
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同じように、以下の文では、
［時：いつ］に当たる部分が欠けています。
Mr. Sato will visit Switzerland

.（佐藤さんは

?

?

スイスに行きます）

?

スイスに行きます）

［場所：どこ］［時：いつ］

この ? の部分に入る「時」を聞くときに使うのが when です。
Mr. Sato will visit Switzerland when. （佐藤さんは
［場所：どこ］［時：いつ］

When will Mr. Sato visit Switzerland?

（佐藤さんはいつスイスに行きますか ?）

［場所：どこ］

［時：いつ］

ちなみに、この文の言っていること全体として正しいか間違っているのかを質問するときには、
これまで学習してきたように、will を文の先頭に出して聞きます。
Will Mr. Sato visit Switzerland this fall?

（佐藤さんはこの秋スイスに行きますか？）

正しいと思えば、Yes. と答え、間違っていると思えば No. と答えることになります。
when や where は１語で意味する内容が大きいため、会話などでは単独で使われることがよく
あります。
A: We will have a big party at the Great Hall. （大講堂で大きなパーティーがあります）
▼

B: When (will you have it)? （いつ？）
A: Next Friday.

（来週の金曜）

A: Philip found a pretty stone this summer.
（フィリップはきれいな石をこの夏見つけました）
B: Where (did he ﬁnd it)?

（どこで？）

A: By Lake Nojiri.

（野尻湖のほとりで）

■単語や表現
この回で使われている動きを表す語のうち、“ed を付けずに以前のことを表す語 ” の使い方を見
てゆきましょう。
buy － bought （買った）

I bought some apples.

pay － paid

（支払った）

Yuki paid a lot of money. （由紀は大金を払った）

give － gave

（あげた）

Who gave it to you?

（誰がそれをあなたにあげたの？）

get － got

（手に入れた）

I got it from Hina.

（私はそれを日梨からもらった）

ﬁnd － found （見つけた）

Ryo found it in his car.

（亮はそれを車の中で見つけた）

go － went

They went to the movies.（彼らは映画に行った）

（行った）

write － wrote （書いた）

Naomi wrote a letter.
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inとwithin
in は、
空間や平面の中にいることを示しています。それが時間に応用され、
「（～の時間が経った）
後で」という意味でよく使われます。
I will call you back in ten minutes.（10 分後にこちらからお電話いたします）
もしも、10 分以内にというのであれば、in の代わりに within を使います。
I will call you back within ten minutes.（10 分以内にこちらからお電話いたします）
I donʼt know.
相手の質問に答えられないときや、そのための十分な知識がないときなどに、「わかりません」
という意味で使います。それ以外に、
「知らないよ～」ととぼけたり、答えをはぐらかしたりする
ようなときにも使います。
“Excuse me, when will the train come?”

「すみませんが、列車はいつ来るのですか？」

“Sorry, I donʼt know.”

「申し訳ありませんが、わかりません」

■英語のきまり
whenやwhereを使った質問文の作り方
when や where の後に普通の質問文を続ければ、時や場所を聞く質問文ができあがります。

▼

いつ ドイツ語を勉強しましたか？。
when ＋ Did you study German? → When did you study German?
I studied German 10 years ago.
どこで

（10 年前に勉強しました）

ドイツ語を勉強しましたか？。

where ＋ Did you study German? → Where did you study German?
I studied German in Germany.
いつ

（ドイツで勉強しました）

日本に来ますか？。

when ＋ Will you come to Japan? → When will you come to Japan?
I will come to Japan in June.
どこに

（6 月に行きます）

日本で滞在しますか？。

where ＋ Will you stay in Japan? → Where will you stay in Japan?
I will stay at youth hostels in Japan.

（ユースホステルに泊まります）
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単語を発音してみよう ⑦

str

street を日本語式に発音すると、ストリートとなり、これを
ローマ字書きすると sutori:to となります。英語の発音では、s
の後に u も入りませんし、t の後に o も入りませんし、最後の t
の後に o も入りません。入るのは r の後の i: だけです。最初の str は、息を出し
た瞬間に舌を上の歯に付け、引っ込めます。スチュと発音した後にイーを発音し、
最後の t はそっと付け加えるように発音します。
strike も同様で、日本語式に発音するとストライクであり、
これをローマ字書きにすると sutoraiku となります。s、t、r、
k の後にアイウエオの当たる u、o、ai、u を入れて発音してい
ます。英語で発音されるアイウエオに当たる音は ai だけです。str を一気に発音し、
その後にアイを発音した後に k をそっと付け加えます。ストライクを指を折りな
がら日本式に発音すると、ス・ト・ラ・イ・クと指を 5 回折ることになります。
英語は信じられないことに、なんと指を 1 回折る間に strike を発音し終えます。

▼

それができるのも、ai 以外の u も o も u も全く発音しないからです。str を一気
に発音するとスチャィクのように聞こえるはずです。
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