Language Clarification Table
Unit Two Japanese
Statements
わたしはがっこうまえに…ます。

Before school I…

わたしはがっこうまえに…ません。

Before school I do not…

わたしはがっこうあとに…ます。

After school I…

わたしはがっこうあとに…ません。

After school I do not…

わたしは…じに…ます。

At … time/hour… I…

わたしはしゅうまつに…ます。

On the weekend I....

わたしはしゅうまつに…ません。

On the weekend I do not...

わたしは（…じに）…ます。

At ...(time/hour)I...

わたしはいえで…ます。

At home I..

わたしは…がすきです。

I like…

わたしは…がきらいです。

I do not like…

わたしは…のほうがすきです。

I prefer…

わたしは…をきる／かぶる／はくのがすきです。

I like to wear...

わたしのスタイルは…です。

My style is...

わたしは…をきる／かぶる／はくのがきらいです。

I do not like to wear...

わたしはがっこうで…をきます。

At school I wear...

わたしはしゅうまつに…をきます。

On the weekends I wear....

わたしは…をきるほうがすきです。

I prefer to wear...

わたしは…で…をかいます。

I buy...at ...

わたしは…で…をかうのがすきです。

I like to shop at...for...

わたしは…を…でかうほうがすきです。

I prefer to buy... at ..

…をきる／かぶる／はくのがはやっています。

It is in fashion to wear....

わたしのともだちは…をきる／かぶる／はくのがすきです。

My friends like to wear...

わたしは…にいきます。

I go to…

わたしは…でボランティアをします。

I volunteer

わたしは…でたすけます。

I help…

わたしは…ではたらきます。

I work…

わたしは…をみます。

I watch…

わたしは…をききます。

I listen to…

わたしは…をよみます。

I read…

わたしのいちばんすきな…は…です。

My favorite… is…

わたしは…より…ほうがすきです。

I prefer to…than…
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Questions
あなたはなにするのがすきですか。

What do you like to do?

あなたはがっこうあとになにをしますか。

What do you do after school?

あなたはどこにいきますか。

Where are you going…?

あなたはなにをしますか。

What are you doing…?

なんじに…をしますか。

At what time…?

あなたはだれといきますか。

With whom do you go?

あなたは…しますか。

Do you…?

あなたはしゅうまつになにをしますか。

What do you do on the weekend?

あなたはどこにいきますか。

Where are you going...?

あなたはなにをしますか。

What are you doing...?

なんじに…をしますか。

At what time...?

あなたはだれといきますか。

With whom do you go?

あなたは…しますか。

Do you___?

あなたのスタイルはなんですか。

What is your style?

あなたはなにをきる／かぶる／はくのがすきですか。

What do you like to wear?

あなたは…になにをきたい／かぶりたい／はきたいですか。

What do you prefer to wear to....?

あなたはがっこうになにをきたい／かぶりたい／はきたいで
すか。

What do you like to wear to school?

あなたはしゅうまつになにをきる／かぶる／はくのがすきです
か。

What do you like to wear on the weekends?

あなたは…をどこでかうのがすきですか。

Where do you like to shop for...?

あなたはどこで…をかいますか。

Where do you buy your...?

なにをきる／かぶる／はくのがはやっていますか。

What is fashionable to wear?

あなたのともだちはなにをきる／かぶる／はくのがすきです
か。

What do your friends like to wear?

あなたはどこにいきますか。

Where do you go?

あなたはなにをしますか。

What do you do?

あなたはどこでボランティアをしますか。
あなたはどこではたらきますか。

Where do you volunteer/work?

あなたのいちばんすきなアプリはなんですか。

What is your favorite app?

あなたは…をつかいますか。

Do you use…?

あなたはどのソーシャルネットワークをつかいますか。

What social networks do you use?
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Level Up Language
わたしはがっこうまえに…だから…ます。

Before school I… because…

わたしはがっこうまえに…だから…するのがすきです。

Before school I like to… because…

わたしはがっこうあとに…だから…ます。

After school I… because

わたしはがっこうあとに…だから…するのがすきです。

After school I like to…because…

わたしは…から…と…にいきます。

I go to… with…because…

わたしはしゅうまつに…だから…ます。

On the weekend I...because...

わたしは…から…と…にいきます。

I go to...with... because...

わたしはしゅうまつに…てがっこうあとに…のがすきです。

I prefer to.... on the weekend and ...afterschool.

わたしは…をきるほうがすきだけど…をきないといけません。

I prefer to wear... but I have to wear...

わたしは…から…をきます。

I wear... because...

わたしは…と…をきるけど…をきません。

I wear... and…but not...

わたしは…から…でかうのがすきです。

I like to shop at ...because...

わたしは…から…でかうのがきらいです。

I do not like to shop at...because....

わたしは…から…でかうほうがすきです。

I prefer to shop at...because…

わたしは…から…をきるのがすきです。

I like to wear...because...

…から…をきるのがはやっています。

It’s fashionable to wear... because...

わたしのともだちは…をきるのがすきです。

My friends like to wear…
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