
【Week01　Talking about today 今日のことを話す】

1. How are you today? 今日の調子はどうですか？

2. What’s the weather like today? 今日の天気はどうですか？

3. What are your plans for today? 今日の予定は何ですか？

【Week02　Looking back at today 今日を振り返って】

1. How was your day? 今日はどんな日でしたか？

2. What did you do today? 今日は何をしましたか？

3. What did you have for breakfast today? 朝ごはんは何食べましたか？

【Week03　Talking about weekends and holidays 週末・休暇について語る】

1. Do you have any plans for the weekend? 週末の予定はありますか？

2. Do you have any plans for your upcoming vacation? 今度の休暇の予定はありますか？

3. What did you do last weekend? 先週末は何をしましたか？

【Week04　Talking about your family 家族構成】

1. Do you live alone or with your family? ひとり暮らしですか、それともご家族と住んでいますか？

2. Do you have any brothers or sisters? 兄弟姉妹はいますか？

3. Do you have any pets? ペットを飼っていますか？

【Week05　Talking about your Habits 1　生活習慣について1】

1. What time do you usually go to bed? 夜はたいてい何時に寝ますか？

2. What time do you usually get up in the morning? 朝はたいてい何時に起きますか？

3. What do you usually have for breakfast, rice or bread? 朝食はごはん派ですか、パン派ですか？

【Week06　Talking about eating out and cooking　外食・料理について】

1. Do you eat out often? よく外食しますか？

2. Do you cook every day? 毎日料理をしていますか？

3. What are you good at cooking? 得意料理は何ですか？



【Week07　Talking about your job　仕事について】

1. What do you do (for a living)? お仕事は何をされていますか？

2. What's your job like? どんなお仕事ですか？

3. Do you like your job? お仕事は好きですか？

【Week08　Talking about your habits 2　生活習慣について2】

1. When is your busiest time of the day? 一日のうちで一番忙しいのはいつですか？

2. What is your least favorite chore? 一番嫌いな家事は何ですか？

3. Do you use public transportation? 普段、交通機関を使いますか？

【Week09　Talking about yourself 1あなた自身について1】

1. What type of person do you think you are? あなたはどんなタイプの人だと思いますか？

2. When do you feel happy? どんなときに幸せを感じますか？

3. When do you feel stressed? どんなときにストレスを感じますか？

【Week10　Talking about your pastime and hobby　気晴らしや趣味について】

1. What do you like to do in your free time? 暇なときは何をしますか？

2. Do you have any hobbies? 趣味はありますか？

3. What are you into now? 今ハマっているものは何ですか？

【Week11　Talking about your weekends　週末の過ごし方について】

1. Do you like where you live? 今住んでいるところを気に入っていますか？

2. What do you usually do on weekends? 週末はたいていどんなことをしますか？

3. What are your favorite places to spend weekends? 週末を過ごすお気に入りの場所はどこですか？

【Week12　Talking about Japan　日本について】

1. When is your favorite time of the year? 一年で一番好きな時期はいつですか？

2. Which place in Japan do you like best? 日本で一番好きな場所はどこですか？

3. What do you like about Japan? 日本のどんなところが好きですか？



【Week13　Talking about overseas trips　海外旅行について】

1. Have you traveled abroad? 海外旅行をしたことはありますか？

2. What is your favorite country? 一番好きな国はどこですか？

3. I'm thinking of traveling abroad next vacation. Which country do you recommend?
次の休暇に海外旅行をしようと思っています。どの国がお
すすめですか？

【Week14　Talking about likes and dislikes　好き嫌いについて】

1. What is your favorite food? 一番好きな食べ物はなんですか？

2. What is your least favorite food? 一番嫌いな食べ物は何ですか？

3. What is your favorite season? 一番好きな季節はいつですか？

【Week15　Talking about yourself 2　あなた自身について2】

1. Who do you look up to? 尊敬している人は誰ですか？

2. What are your greatest strengths? あなたの強みは何ですか？

3. What are your weaknesses? あなたの欠点は何ですか？

【Week16　Talking about movies　映画について】

1. What is your favorite movie? 一番好きな映画は何ですか？

2. What is your least favorite movie? 一番嫌いな映画は何ですか？

3. What was the last movie you saw in a theater? 最後に映画館で見た映画は何ですか？

【Week17　Talking about your favorite things　好きなものついて語る】

1. What is your favorite TV show? お気に入りのテレビ番組は何ですか？

2. What is your favorite book? お気に入りの本は何ですか？

3. What is your favorite sport? 一番好きなスポーツは何ですか？

【Week18　Talking about your memories　思い出について語る】

1. What is the most expensive thing you've ever bought? 今までに買った中で一番高い買い物は何ですか？

2. What is the best gift you've ever received? 今までもらった中で一番素晴らしい贈り物は何ですか？

3. Do you have any regrets in life? 人生で後悔していることはありますか？



【Week19　Looking back on your past　過去を振り返って】

1. How many times have you moved? 何回引っ越ししたことがありますか？

2. Where did you live when you were a kid? 子供のころはどこに住んでいましたか？

3. What was your childhood dream? 子供のころの夢は何でしたか？

【Week20　Talking about your physical and mental health　身体的・精神的健康について】

1. Do you do anything to stay healthy? 健康でいるために何かしていることはありますか？

2. What do you do to let off steam? ストレス発散のために何をしますか？

3. What do you do when you feel depressed? 落ち込んでいるときは何をしますか？

【Week21　Talking about your love　大切な人・好きな人について語る】

1. Who matters most to you? あなたにとって一番大切な人は誰ですか？

2. When did you have your first crush? 初恋はいつでしたか？

3. Do you have a celebrity crush? 夢中になっている芸能人はいますか？

【Week22　Talking about what-ifs　もしも話をする】

1. If you could fly, where would you fly to? もし飛べるとしたら、どこに飛んで行きますか？

2. If you had plenty of money, what would you buy? もし大金があったら何を買いますか？

3. If you could be someone else, who would you like to be? もし別の人になれるとしたら、誰になりたいですか？

【Week23　Talking about your goals and worries　目標・心配事について】

1. What are your goals for this year? 今年の目標は何ですか？

2. Do you have any future goals? 将来の目標はありますか？

3. Do you have any worries now? 今、何か心配事はありますか？

【Week24　Talking about your future dreams　今後の人生でやりたいこと】

1. Do you have a bucket list?
バケット・リスト（死ぬまでにやっておきたいことリスト）はあ
りますか？

2. Which country would you like to visit the most? 一番行ってみたい国はどこですか？

3. Is there anything you'd like to do after retirement? 退職後にやってみたいことはりますか？


