
相手をもっと知るために質問しよう！
Ask questions to know more!

Vol. 1



初めて出会った人には聞きたいことがいっぱい。
自分が興味あることは質問の型を覚えて仲良くなろう!

There are a lot of questions you wanna ask
at the first meet.

Let’s make your own useful questions 
and get close!

出身 (Place) 
日常の活動、仕事とか (Job)
趣味 (Hobby)
食事や料理 (Food)
旅行 (Travel)
相手に意見を聞く (Opinion)

初対面の人に自分からも
質問をできるようになろう！

Let’s begin to ask questions!



出身

Place
まずはお互いの自己紹介の意も込めて、
相手の出身や育ちの地、住んでいるところを聞けるようにしよう！

Including each introductions, let’s ask where they are from, live, etc!

Where are you from?
　→ I’m from “the Philippines“.

Where did you grow up?
　→ I grew up in ”America”.

Where do you live?
　→ I live in “Cebu”.

どこの出身ですか？

旅中なら出身を聞いたり…  現地の人と話すならどこに住んでいるか聞いたり…
その時々の状況によって質問ができるようになると話が弾みそうですね！

Ask the birth place during a travel… Ask the living place to locals…
It gonna be much more fun if you can ask proper questions in some situation!

育ちはどこなんですか？

どこに住んでいるんですか？



日常の活動、仕事とか

Jobs
お仕事って相手の印象になるとっても大事なポイントです！ 
お仕事について自己紹介で言わない人も多いと思うので、聞けるようにしておきましょう！

Jobs can make big impression to others in introduction.
What do you do?
　→ I’m an “engineer”.

Where do you work?
　→ I work for “CROSSxROAD”.

What field are you in?
　→ I’m in education.

What kind of work do you do?
　→ I work for high school as an English teacher.

会社名を聞きたい時に使え
ます！

You can ask company 
name!

職業はなんですか？

どこで働いているんですか？

なんの業界ですか？

どんなお仕事をしているんです
か？



趣味

Hobby
簡単な自己紹介が終わったら、次は相手との共通点を探しましょう！
会話が盛り上がって、ぐっと仲良くなれるかも…？！

After plain introduction, let’s find a shared interest!
It might be the key to get closer…!

What are you interested in?
　→ I’m interested in “baseball”.

What is your hobby?
　→ My hobby is “watching movies”.

What do you usually do after work?
　→ I usually “go drinking with my colleagues” after work.

What do you usually do on weekend?
　→ I usually “go on a hike” on weekend.

何に興味がありますか？

趣味はなんですか？

仕事が終わった後は何をします
か？

週末はいつも何をしますか？



食事や料理

Food
文化が違えば食ももちろん違います！ 一緒にご飯に行くこともあるかもしれない。
どんなお料理が好きなのか、またはおすすめのレストランを聞いてみたりできるようにしましょう！

Culture different, food preference is also different!
Let’s ask what food is good and prepare having a great meal!

What kind of food do you like?
　→ I like “Italian”.

Do you like Japanese food?
　→ Yes, I like “Sushi” very much.

Are there any restaurants 
                         you recommend?
　→ Yes, there is “Korean restaurant next to school”.

どのような料理が好きですか？

日本食は好きですか？

おすすめのレストランはあります
か？

1日３回もある食事は、いいものにしたくないですか？！
せっかくなら美味しいお料理を一緒に食べられるようにおすすめは聞けるようにしておきましょう！

Usually, eat 3 times in a day! You want to make them fantastic, don’t you?!
Ask recommendation to locals and having great time together!



旅行

Travel
これから旅行の準備！でもどこに行こう？おすすめの場所を聞けると自分のプランも決まってくるかも…！

Let’s prepare for your traveling!
Where should you go? Where you want to go?
Let’s ask recommended destination!

Do you like traveling?
　→ Yes, “I travel every year”.

Where did you go on vacation?
　→ I went to “Thailand” on vacation.

Where have you ever been to?
　→ I have been to “America, Canada and Mexico”.

Out of all the places you have traveled to, 
　　　　　　　　　  which do you recommend?
　→ I recommend “Malaysia”.

旅行は好きですか？

休暇中どこにいきましたか？

今までで、
どこに行ったことがありますか？

今まで行った中で、
どれがおすすめですか？



相手に意見を聞く

Opinion
さてさて、そろそろ仲良くなってきた！という時に一緒にプランを立てるためにも相手に意見を聞きましょう！

You are gradually getting closer…!
Let’s ask opinion and make plan together!

What do you think about this?
　→ I think “it is good idea”.

where do you think we should go?
　→ Why don’t you going to the zoo.

What do you want to do?
　→ I want to “see some movies”.

これについてあなたはどう思います
か？

これからどこに行きましょう
か？

あなたは何をしたいですか？

ぜひとも相手と仲良くなって、一緒に出かけたりご飯を食べにいったりできるようにしましょう！素敵な思い出になるはずです！
Let’s try to get close, go out and have lunch or dinner together!

It surely gonna be unforgettable memories for you.


