Purple Q&A Questions
1
you
あなた

2
activities
行動

Are you more an early bird or a night owl?
What Chinese zodiac year were you born in?
Why are you playing this game?
What’s your dream for the future?
Would you like to try ___?
When did you last ___?
How often do you ____?
What was the last thing you ___?

あなたは早起き/夜更かしな方ですか？
あなたは12支で何どし生まれですか？
あなたはなぜこのカードゲームをしているのですか？
あなたの将来の夢は何ですか？
（
）をしてみたいですか？
最後に（
）をしたのはいつですか？
（
）は良くしますか？ （
*
）をする頻度を尋ねています
最後に（
）をしたのは何でしたか？

(Is/Are) _____s (sweet / sour / spicy / salty)?
What ingredients does ___ have in it?
Have you had ___ yet?
Which one is the _____est?

（
（

）は(甘い/すっぱい/辛い/塩辛い)ですか？
）の原材料は何が入っていますか？

（

）を食べたことがありますか？

Have you ever seen a wild ___?
What animal would you (most / least) like to see in the wild?
How many (legs / eyes) does a ___ have?
Which one is the (quickest / loudest / most dangerous / most
colorful / most flexible / best swimmer / best climber / fastest runner)?

野生の（
）を見たことがありますか？
野生でどの動物と遭遇してみたい/したくないですか？
（
）の足/目は何個ありますか？
どの動物が一番(すばしっこい/うるさい/危険/色鮮やか/柔軟性が
ある/泳ぎが上手い/高い所に上るのが上手い/走るのが速い)ですか？

Have you ever (learned an instrument / sung karaoke /
been to a rock concert / been in a band)?
What are your (favorite / least favorite) types of (TV shows)?
What ___ do you recommend?
What was the last ____ you (read / watched)?

(楽器を習ったこと/カラオケで歌ったこと/ロックコンサートに
行ったこと/バンドをやっていた)ことがありますか？
好きな/好きでないテレビ番組のジャンルは何ですか？
何の（
）がおすすめですか？
最後に（
）を(読んだ/見た)のは何でしたか？

Would you like to ___?
Describe your dream vacation.
What ___ do you recommend?
What’s the best ___ you’ve ever been to?

（
）したいですか？
あなたの夢に描く休暇を述べてください
おすすめの（
）は何ですか？
今まで行った中で一番（
）は何ですか？

Do you believe in ___?
Do you think humans will one day ___?
Do you think (students get too much homework / the weekend
should be 3 days long / aliens have visited Earth before)?
What do you think are the (best / worst) things about ___?

（
）を信じますか？
いつか人類は（
）すると思いますか？
(学校からの宿題は多すぎる/週休3日にしたほうが良い/
宇宙人は地球に来た)ことがあると思いますか？
（
）の良い/悪いとこは何と思いますか？

8
trivia
豆知識

What’s the capital of ___?
Which planet ___?
A famous English ‘tongue twister’
How much wood would a woodchuck chuck if woodchucks
could chuck wood?
(4 simple English riddles)

（
）の首都はどこですか？
どの惑星が（
）ですか？
英語の早口言葉
意味：もしビーバーが木を投げることができるとすれば、
どのくらいの木をビーバーはなげれるのでしょうか？
英語のなぞなぞ
カードに書かれている絵がいずれかの答えになっています。
この他にもなぞなぞがホームページに載っています。

9
fun
あそび

Do you think you could ___?
Would you rather be a (A) or a (B)?
Would you ___ for a million dollars?
What would you wish for if you found a magic lamp?

（
）できると思いますか？
AかBどちらの方になりたいですか？
1億円もらえるならば（
）しますか？
もし魔法のランプがあれば何を願いますか？

3
food
食べ物
4
animals
動物

5
media
娯楽

6
travel
旅行

7
opinion
意見

どれが一番（

）ですか？
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