
What’s (your / my / his / her) name?
(How tall / How old ) are you?
Where are you from?
How many people are there in your family?

What’s (this / that)?
What are (these / those)?
Where is the ____?
What’s (in / on / under / by) the ___?

What’s your favorite (food / drink / restaurant)?
What can you cook?
How many _____s can you eat?
What do you want for (lunch / dinner)?

Which is (bigger / smarter / more dangerous), A or B?
Which are (stronger / faster / noisier), A or B?
Can _＿__s (�y / swim / run fast / eat ___)?
Are _____s (cute / scary / good pets)?

Which is (faster / safer / noisier), A or B?
Do you have a ___?
Can you (drive a ___ / ride a ____)?
Which vehicle is the (fastest / longest /slowest / lightest/ smallest)?

What is (he / she / it) doing?
What are (they / you) doing?
Can you ___?
Do you like ___?

What day is it today?
What is the date today?
What’s the _____ month?
When is your birthday?

Where did you go today?
How was (your day / school)?
Did you _____ (today / yesterday)?
What did you do (today / yesterday)?

Do you like _____s? 
Do you play any sports?
How much is the _____?
What do you like to do (for fun / in your free time)?

Green Q&A Questions
(あなた・私・彼・彼女）の名前は何ですか？

あなたは(身長何センチ・何歳）ですか？

あなたの出身地はどこですか？

あなたの家族は何人ですか？

（これ・あれ）は何ですか？

（それら・これら）は何ですか？

___はどこですか？

___の(中・上・下・横（そば））にあるのは何ですか？

あなたの好きな(食べ物・飲み物・レストラン)は何ですか？

あなたは何か作れますか？

どれぐらい＿を食べれますか？

(昼食・夕食)に何が食べたいですか？

ＡとＢ、どちらが(大きい・小さい・危ない)ですか？

ＡとＢ、どちらが(強い・速い・うるさい)ですか？

＿＿は(飛ぶ・泳ぐ・速く走る・食べる)ことができますか？

＿＿は(可愛い・こわい・良いペット)と思いますか？

ＡとＢ、どちらが(速い・安全・うるさい）ですか？

あなたは＿＿を持っていますか？

あなたは(＿＿を運転する・＿＿に乗る)ことができますか？

どの乗り物が一番(速い・長い・遅い・軽い・小さい）ですか？

(彼・彼女・それ)は何をしていますか？

(彼ら・あなた)は何をしていますか？

＿＿できますか？

＿＿は好きですか？

今日は何曜日ですか？

今日は何日ですか？

___番目の月は何ですか？

お誕生日はいつですか？

今日はどこに行きましたか？

(今日・学校）はどうでしたか？

(今日･昨日）は＿＿＿をしましたか？

(今日･昨日）＿＿は何をしましたか？

＿＿は好きですか？

スポーツをやりますか？

＿＿＿はいくらですか？

(遊びで・自由時間に）何をすることが好きですか？

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    

7
date 

日にち

8
past
過去

9
fun

あそび

6
actions
行動

5
transport

交通

4
animals

動物

3
food

食べ物

2
objects

物

1
you

あなた
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