
Chart 7 

A B 

C D 

Is it a…… box? 

small? short? 

round? little? 

e.g:  No, it isn’t. It’s a big box. 



Chart 8 

A B 

C D 

How many ….. are there? 

木が８本 お花が７輪 

雲が１０個 本が４冊 

trees flowers 

clouds books 

e.g:  There are 8 trees. ….がいくつありますか。 例：木が８本あります。 

き ほん はな りん 

くも こ ほん さつ 

れい き ほん 



Chart 8 

A B 

C D 

How many ….. are there? 

trees flowers 

clouds books 

e.g:  There are 8 trees. 



Chart 9 

A B 

C D 

Where is the…. 

ベンチの上 テーブルの下 

帽子の中 チーズの横 

cat? dog? 

rabbit? mouse? 

e.g:  It’s on the bench. ….はどこにいますか。 例：ベンチの上にいます 。 
れい うえ 

うえ した 

ぼうし なか よこ 



Chart 9 

A B 

C D 

Where is the…. 

cat? dog? 

rabbit? mouse? 

e.g:  It’s on the bench. 



Chart 10 

Questions about You 
1 Hello. Nice to meet you. 
e.g. Nice to meet you too. 
2 Is this an (item)? 
e.g. Yes, it is. 
3 How are you? 
e.g. I am fine, how are you?  
4 Let’s eat. What do you want? 

e.g. I want an apple. 
5 Do you want (food)? 
e.g. No, I don’t. 

6 What’s your favorite color? 
 
e.g. My favorite color is blue. 

7 What animal do you like? 
 
e.g. I like raccoons. 
8 Do you like (animal)? 
e.g. Yes, I do. 
9 May I (activity)? 
e.g. Yes, you may. 

あなたについての質問 

こんにちは。はじめまして。 

例：こちらこそ、はじめまして。 

これは～ですか。 

例：はい、そうです。 

元気ですか。 

例：私は元気です、あなたは。 

食べましょう。何が欲しいですか。 

例：私はリンゴが欲しいです。 

あなたは（食べ物）が欲しいですか。 

例：いいえ、欲しくありません。 

あなたの好きな色は何色ですか。 

例：私の好きな色は青です。 

あなたの好きな動物は何ですか。 

例：私はアライグマが好きです。 

あなたは（動物）が好きですか。 

例：はい、好きです。 

私は～をしてもいいですか。 

例：はい、してもよいです。 

しつもん 

れい 

げんき 

げんき 

た なに ほ 

わたし ほ 

た もの ほ 

ほ 

す いろ なにいろ 

あお わたし 

す どうぶつ なに 

す 
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