
Practice 7   Interrogative Questions
1) What / is “soap” / in Japanese?  

(K) “Soap”は日本語で何ですか？

　 “Soap” は  にほんご で　なん ですか？

2) Where / is the Osaka bound *Shinkansen platform? *しんかんせん のりば “Shinkansen platform”

(K) 大阪行きの新幹線乗り場はどこですか？

　おおさか いきの しんかんせん のりば は　どこ ですか？

3) What / was “day before yesterday” / in Japanese again?  

(K) “Day before yesterday” は日本語で何でしたっけ？

　“Day before yesterday” は　にほんご で　なん でしたっけ？

4) What / did you eat / at the restaurant / the night before last?  

(K) [あなたは]　一昨日の夜レストランで何を食べましたか？

　[あなたは] おととい の よる 　レストラン で　なに を　たべましたか？

5) How often / do you / travel / (to) *overseas?   *かいがい
(K) [あなたは]　どの位の割合で海外に旅行しますか？

　[あなたは]　どのぐらいの  わりあい で 　かいがい に　りょこう しますか？

6) How / was work / today? 

(K) 仕事は今日どうでしたか？

　しごと は　きょう　どう でしたか？

7) How much / are these *shirt and *pants? 　*シャツ “shirt”   *ズボン “pants”

(K) このシャツとズボンはいくらですか？

　この *シャツ と *ズボン は　いくら ですか？
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8) How / did you / get / here / today?

(K) [あなたは]　今日ここにどうやって来ましたか？

　[あなたは]　きょう　ここ に　どうやって　きましたか？

9) When / is that *story / from?   *はなし　(ha-na-shee)

(K-a) その話はいつの話ですか？

A)　そのはなし は　いつ の　はなし ですか？

B)　それ は　　　　いつ の　はなし ですか？

10) Why / do you like / Japanese? 

(K) [あなたは]　どうして日本語が好きですか？

　[あなたは]　どうして　にほんご が　すきですか？

11) How / did you / study / kanji?

(K) [あなたは]　どうやって漢字を勉強しましたか？

　[あなたは]   どうやって　かんじ を　べんきょう しましたか？

12) Where / did you go / in Kyoto? 

(K) [あなたは]　京都でどこに行きましたか？

　[あなたは]　きょうと で   どこ に　いきましたか？

13) How long / did you work out / today?   How often / do you / *usually / work out? *ふだん

(K) [あなたは]　今日どのぐらい運動しましたか？普段どのぐらい運動しますか？

　[あなたは]　きょう　どのぐらい　うんどう しましたか？ 
　
　*ふだん　どのぐらい　うんどう し ますか？
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14) *What time / is it / now? 

(K) 今何時ですか？

　いま　*なんじ　ですか？

15) Where / do you guys (everyone) / usually / study / Japanese?

(K) [あなたたち は]　皆んな普段どこで日本語を勉強しますか？　

　[あなたたち は]  みんな  | ふだん | どこで | にほんご を  | べんきょう し ますか？

16) Where / are you / now? 

(K) [あなたは]　今どこにいますか？

< w/ Intransitive Verb > [あなたは]　いま　どこ に　いますか？

< w/o Verb > [あなたは]　いま　どこ　ですか？　    

17) Where / are you / from?   (See example sentences 10 in ch. 1.)

(K-b) [あなたは]　どこの出身ですか？

A.　[あなたの] しゅっしん は  /  どこ　ですか？

B.　[あなたは] /  どこ の　しゅっしん 　ですか？

18) Where / did you buy / that *jacket?  How much / was it? *ジャケット “jacket”

(K) [あなたは]　どこでそのジャケットを買いましたか？いくらでしたか？

　[あなたは]　どこで　その ジャケット を  かいましたか？　いくら　でしたか？

19) Where / is this car / made?  (or, “Where is this car from?”)

(K) この車はどこの車ですか？

　このくるま は　どこ の くるま　ですか？
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20) Where in Texas / do you / live  / now? 

(K) [あなたは]　今テキサスのどこに住んでいますか？

　[あなたは] |　いま  |　テキサスの どこ に |　すんで いますか？

21) With whom / did you go / to *Mt. Fuji?   *ふじさん  “Mt. Fuji”

(K) [あなたは]　誰と富士山に行きましたか？

　[あなたは] |　だれ と  |　*ふじさん に |　いきましたか？

22) When / was that photo / from, you said? (I can’t remember.)  

(K) その写真はいつの写真でしたっけ？

　その しゃしん は  |　いつ の　しゃしん  |   でしたっけ？

23) When / did you cut / your hair?  How much / was it?  *かみ “hair”

(K) [あなたは]　いつ髪を切りましたか？いくらでしたか？

　[あなたは]　いつ　*かみ を　きりましたか？　いくら でしたか？

24) What color of shirt / would you like (is it good)?  What kind of *material / would you like?

(K) [あなたは]　何色のシャツがいいですか？どんな素材がいいですか？

　[あなたは]　なにいろ の シャツ が　いい ですか？

　[あなたは]　どんな *そざい が　いい ですか？

25) What kind of *ingredients / does this *recipe / need / *other than eggs, milk, flour, sugar, salt, and 

butter?     *ざいりょう “ingredient”  *レシピ  “recipe”  *ほか に “other than”

　(Try w/ verb “need”)
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(K-adj) このレシピは卵と牛乳と小麦粉と砂糖と塩とバターの他にどんな材料が必

要ですか？

< w/ adj > この*レシピ は  |　たまご と　ぎゅうにゅう と　こむぎこ と　さとうと　

　しお と　バター の　*ほか に  |　どんな  *ざいりょう が  |　ひつよう ですか？

(K-verb) このレシピは卵と牛乳と小麦粉と砂糖と塩とバターの他にどんな材料が要

りますか？

< w/ verb > この*レシピ は  |　たまご と　ぎゅうにゅう と　こむぎこ と　さとうと　

　しお と　バター の　*ほか に  |　どんな  *ざいりょう が  |　いりますか？

Page �  of �5 5


