１、
What is your name?
I’m __________.

お名前（なまえ）は何ですか？
＿＿＿＿＿＿＿＿です。

２、
What grade are you in?
I’m in the ________grade.

何年生ですか？
＿＿＿年生（ねん せい）です。

３、
How old are you?

何さい ですか？

I’m ______years old.

＿＿＿さいです。

４、
Where do you live?
I live in________________.

どこに住（す）んでいますか？
（ばしょの名前）です。

５、
Where are you from?(originally)

出身（しゅっしん）はどこですか？

I’ m from _______________.

（ばしょの名前）しゅっしんです。

６、
When is your birthday?
My birthday is________.

たんじょう日はいつですか？
_＿月_＿日です。

７、
What do you like to do?
I like________.

何が好（す）きですか？
（noun） が好きです。
（verb dictionary form）ことが好きです。

What else do you like to do?

ほかに何がすきですか？

８、
Do you have an animal?
Do you have a pet?

ペットを飼（か）っていますか？

Do you have any other animals?

ほかの動物（どうぶつ）を飼っていますか？

９、
Do you have a job?

仕事（しごと）をしていますか？

１０、
Do you have an interesting talent or strange ability?

特技（とく ぎ）はありますか？

Yes, I can…

はい、＿＿＿＿＿＿ができます。

No, I don’t have one.

いいえ、何もありません。

１１、
Do you like music?

音楽（おんがく）は好きですか？

What kind of music…?

どんな音楽が好きですか？

Do you play an instrument? 楽器（がっき）を演奏（えん そう）することができますか？
１２、
Do you play a sport?

スポーツをしますか？

１３、
What are your favorite video games?

好きなビデオゲームはなんですか？

１４、
What do you like to read?

何を読（よ）むのが好きですか？

１５、
What class do you have?

どの授業（じゅぎょう）を受（う）けていますか？

Besides Japanese class, what is your favorite class?
日本語の授業 以外(いがい)にどの授業が好きですか？
１６、
Are you in a club?

部活（ぶかつ）に入（はい）っていますか？

１７、
Would you like to go to university?

大学（だいがく）に行（い）きたいですか？

Which university would you like to go to?

どの大学に行きたいですか？

What would you like to study?

何を勉強（べん きょう）したいですか？/

学（まな）びたいですか？
What would you like to learn?
１８、
What are your favorite foods?

好きな食（た）べものはなんですか？

What do you like to eat?
１９、
Do you have a boyfriend/ girlfriend?

彼氏（かれし）/彼女（かのじょ）はいますか？

Do you have any siblings?

きょうだいはいますか？

Do you have much family nearby?

しんせきが たくさんいますか？

２０、
What did you do last summer?

去年（きょねん）の夏（なつ）何をしましたか？

What did you do during vacation?

休（やす）みの間（あいだ）何をしましたか？

Where did you go?

どこへ行（い）きましたか？

Who did you go with?

だれと行きましたか？

Did you like it?

どうでしたか？

What was your favorite part of the vacation?
何が一番（いちばん）たのしかったですか？
２１、
What can you not do very well…yet?

まだうまくできないものはありますか？

What do you have to do that you don’t like much?
あまり好きじゃないけど、やらなければいけないことはなんですか？
２２、
What would you like to do in the future?

将来（しょう らい）何をしたいですか？

I would like to…/I want to..

＿＿＿＿＿＿＿＿をしたいです。

２３、
Where would you like to travel?

旅行（りょこう）するならどこへ行きたいですか？

I’d like to go…

_______に行きたいです。

Are you new here?

ここに来てまだ日が短（みじか）いですか？

For how many years have you lived here? ここに住（す）んで何年目ですか？

Where would you like to live?

どこに住みたいですか？

I’d like to live in…

＿＿＿＿＿＿に住みたいです。

２４、
Do you have your license/permit? 免許証（めん きょ しょう）を持（も）っていますか？
When are you going to have your______?
Do you have a car?
What kind of car is it?

いつ＿＿＿＿をとるつもりですか？

車（くるま）を持っていますか？
どんな車ですか？

