Orange Q&A Questions
(When / Where) were you born?
What’s your star sign?
(Who / What / Where / How) are you?
Do you have any brothers or sisters?

あなたは(いつ・どこで）生まれましたか？
あなたの星座は何ですか？
あなたは（誰・何・どこ・お元気）ですか？
あなたは兄弟がいますか？

2
activities
活動

What do you do on _____?
What do you have to do (today / tomorrow)?
Where is the ___?
What’s (in / above / below / in front of / behind) the ___?

＿＿に何をしますか？
あなたは（今日・明日）は何をしなければならないですか？
____はどこですか？
____の(中・上・下・前・後ろ）に何がありますか？

3
media
メディア

What _____ do you (play / read / watch) ?
What types of music do you listen to?
Would you like to be ___?
Do you like to _____?

どんな＿＿を(遊びます・読みます・見ます)か？
どんな音楽を聞きますか？
____になりたいですか？
＿＿が好きですか？

4
travel
旅

Would you like to ___?
Where would you like to go on your next holiday?
What countries would you like to visit?
Have you ever been (overseas / to ___)?

＿＿したいですか？
次の休暇はどこに行きたいですか？
どこの国に行きたいですか？
(海外・○○の国）に行ったことがありますか？

5
time
時間

What (were you / will you be) doing at ___?
What time do you usually ___?
How long does it take to (play AGO)?
How long have you (studied English)?

あなたは＿＿に何を（していました・する予定です）か？
あなたはいつも何時に＿＿をしますか？
(AGOで遊ぶ)のにどれくらい時間がかかりますか？
どれぐらい(英語を勉強しています)か？

6
experience
経験

Have you ever ___?
Have you ever seen ___?
Have you even eaten ___?
What’s the best (movie) you’ve ever (seen)?

＿＿したことがありますか？
＿＿見たことがありますか？
＿＿を食べたことがありますか？
あなたが今まで(見た中)で一番好きな（映画）は何ですか？

Which do you prefer, the city or the country?
Which do you prefer, dogs or cats?
Do you think (learning English) is (fun / important)?
What’s the (best / worst) thing about ____?

都会と田舎どちらが好きですか？
犬と猫どちらが好きですか？
(英語の勉強)は(楽しい/大切)だと思いますか？
＿＿の(最も良いところ・最も悪いところ)は何ですか？

Where will you go (tomorrow / on the weekend / in the holidays)?
What do you want to be in the future?
Do you think it will be ___ tomorrow?
What are you going to do (today / tomorrow )

(明日･土日･休み）にはどこにいきましょうか？
未来には何になりたいですか？
明日の天気は＿＿＿と思いますか？
(今日･明日）は何をしていますか？

What super power would you most like to have?
Would you like to be a____?
Would you like to _____?
What would you do if you won the lottery?

どんな超能力を持ちたいですか？
＿＿になりたいですか？
＿＿したいですか？
もし宝くじが当たったらどうしますか？

1
you
あなた

7
opinion
意見
8
future
未来

9
fun
あそび

Useful Language:

その他 よく使うフレーズ

What’s this? これは何ですか？
Really? 本当に？
I don’t know. 分かりません。
I’m not sure. 確かでない
It’s a secret! それは秘密です
Last Card! 最後のカード You didn’t say ‘Last Card’ ‘Last Card’と言わなかった
Don’t speak Japanese! 日本語を話してはいけません

© 2014. All Rights Reserved.

