
AL6961: Reading Question Cards 
 

English set Japanese set (日本語版) 

1. Show us the cover and tell us about 
your book in three sentences. 

1. 本の表紙を見せて、あなたが選んだ本

について 3 つの文で紹介してくださ

い。 

 

2. Complete this sentence: If you read 
this book, you will learn about ___. 

2. 次の文章を完成させなさい：もしこの

本を読んだら、___ ということがわか

ります。 

3. What did you like the best / least 
about your book?  

3. あなたが選んだ本の中で、一番好きな

所／好きではない所は何でしたか？ 

4. How or why did you choose this book? 4. どうやって／なぜこの本を選びました

か？ 

 

5. Does the book have a glossary, index, 
or other helpful reader information? 

5. その本にはグロッサリー(用語集)、イ

ンデックス(索引)、その他の読者に役

立つ情報などは載っていますか？ 

6. If your book were made into a movie, 
what genre would be the best music? 
For example, classical, jazz, rock, 
pop, or other. Why?  

6. もしその本が映画になったら、どのよ

うなジャンルの音楽が最適だと思いま

すか？例）クラシック、ジャズ、ロッ

ク、ポップス、その他 その理由は？ 

7. Do you want to read more books on 
this topic? Why or why not? 

7. そのトピックについて、もっと本を読

みたいと思いますか？なぜ？ 

8. Show us the table of contents. Teach 
us how the book is organized. 

8. 本の目次を見せて、どのようにその本

がまとめられているのか教えてくださ

い。 

9. Open the book to a page you like. 
Show and tell us about the information 
there. 

9. 好きなページを開いてください。そこ

にある情報を見せて、内容を教えてく

ださい。 

10. Were the pictures in this book helpful 
to understand the ideas? Explain.  

10. その本にある写真やイラストは内容理

解に役立ちましたか？説明してくださ

い。 

11. Was this book easy, so-so, or difficult 
for you to read? Explain why. 

11. この本のレベルは簡単、まあまあ、難

しいのどれですか？なぜですか？ 



12. Tell us three facts that you learned 
from this book. 

12. あなたがこの本から学んだ事を３つ教

えてください。 

13. How did you feel after you finished 
reading this book? For example, 
happy, sad, shocked, interested, etc.  
a                                                                 

13. この本を読み終えた後、どのような気

持ちになりましたか？例）嬉しい、悲

しい、ショック、おもしろい…など 

14. Would you recommend this book to 
your friends? Why or why not? 
 

14. この本を友達に紹介したいと思います

か？なぜですか？ 

 

15. Teach us three new words that you 
learned from this book. 

15. あなたがこの本から学んだ新しい言葉

を３つ紹介してください。 

16. If you found a movie based on this 
book, would you like to watch it? Why 
or why not? 

16. この本に基づく映画を見つけたら、観

てみたいですか？なぜですか？ 

17. What was something surprising you 
learned from this book? 

17. この本から学んだことで驚いたことは

なんですか？ 

18. How does the information in this book 
apply to us here in ____?   

18. この本に出てきた内容は、どのように

活かしますか？ 

19. Did you read every page in this book? 
Why or why not? 

19. この本を全ページ読みましたか？なぜ

ですか？ 

20. If you could give the author some 
advice about how to improve the next 
edition of this book, what would you 
say? 

20. もしこの本の作者に何かアドバイスを

するとしたら、何と伝えますか？ 

21. Do you like to read books like this in 
your first language? Why or why not? 

21. この本の日本語版を読んでみたいと思

いますか？なぜですか？ 

 


