
Meguro Language Center  BP1-11 (202101) 

1/2 

 ぎもんし (Interrogatives)  

1. who だれ、 どなた［formal］ 

2. whose だれの、 どなたの［formal］ 

3. with whom （          ）、 （          ）［formal］ 

4. what なん、なに 

5. what number なんばん 

6. what time なんじ 

7. by what なんで、 なにで 

8. which day of the week なんようび 

9. which day of the month なんにち 

10. which month なんがつ 

11. how many people  なんにん 

12. how many (long objects) なんほん、 なんぼん 

13. how many sheets （          ） 

14. how many (books) なんさつ 

15. how many times なんかい、 なんど 

16. how many hours （          ） 

17. how many minutes なんぷん、 なんふん 

18. when （          ） 

19. how much (price) （          ） 

20. how many いくつ、 なんこ［small objects］ 

21. 
how long, how much,  
how many ...  (for quantity) どのぐらい、 どのくらい 

22. where どこ、 どちら［formal］ 

23. at where (action) （          ）、 どちらで［formal］ 

24. at where (existence) （          ）、 どちらに［formal］ 

25. to where (direction) どこに（どこへ）、 どちらに（どちらへ）［formal］ 

26. which どれ、 （          ）［formal］ 

27. which [noun]  どの+[noun]、 どちらの+[noun] ［formal］ 

28. which company’s/country’s （          ）、 どちらの［formal］ 

29. why どうして、 なんで、 なぜ［formal］ 

particle 
noun ＋ なん なに 

counter 
ですか。 ＋ 

Exception 
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QUIZ  

こたえは いつも ひとつでは ありません。 (not always only one) 

1. Ａ： すみません。 トイレは            ですか。 

  Ｂ： こちらです。 

2. Ａ： ポケットの なかに            が ありますか。 

   Ｂ： さいふが あります。             

3. Ａ： にちようびに            にっこうに いきますか。  

 Ｂ： バスで いきます。 

4. Ａ： となりの へやに            が いますか。 

 Ｂ： せんせいが います。 

5. Ａ： れいぞうこの なかに ビールが            ありますか。 

 Ｂ： ６ぽん あります。 

6. Ａ： ＭＬＣに せんせいが            いますか。 

 Ｂ： ５０にん います。 

7. Ａ： しゅうまつに            しますか。  

 Ｂ： テニスを します。 

8. Ａ： きのうの ばんに            たべましたか。 

 Ｂ： ステーキを たべました。 

 Ａ：           たべましたか。 

9. Ａ：            パソコンを かいますか。 

 Ｂ： こんしゅうの にちようびに かいます。 

 Ａ：            の パソコンを かいますか。 

 Ｂ： デルの パソコンを かいます。 

1. どれ 
2. どこ 
3. どちら 

1. だれと 
2. なんで 
3. なにで 

1. だれ 
2. なん 
3. なに 

1. なに 
2. だれ 
3. どなた 

1. いくつ 
2. なんぼん 
3. なんばい 

1. いくつ 
2. いくら 
3. なんにん 

1. どこに 
2. なにを 
3. だれと 

1. どこで 
2. なにを 
3. だれと 

1. なんこ 
2. なんまい 
3. なんだい 

1. なに 
2. なん 
3. どこ 

1. どこで 
2. いつ 
3. なんで 


