
Japanese reading material 

Why did they choose your name? (1) 

A1: Anata no namae wa nan desu ka. 

B1: Boku no なまえ wa Adam desu. 

A2: Adam san desu ka.  

B2: Hai. Boku no なまえ wa Adam desu.  

A3: Naze oyagosan wa anatano なまえ o erabimashita ka. 

B3: Oya wa cricket ga suki desu. 

A4: Oyagosan wa cricket ga すき です ka.  

B4: Hai. Oya wa cricket ga すき です.  

B5: Adam Gilchrist wa yuumeina cricket senshu desu. 

B6: Oya wa Adam Gilchrist ga すき です.  

B7: Oya wa Adam Gilchrist ga すき dakara, Adam o erabimashita. 

A5: Oyagosan wa Adam Golchrist ga すき dakara, Adam o erabimashita ka.  

B8: Hai. Oya wa Adam Gilchrist ga すき dakara, Adam o erabimashita.  

B9: Anata no なまえ wa nan desu ka.  

A6: Watashi no なまえ wa Leia desu.  

B10: Naze Oyagosan wa anatano なまえ o erabimashita k  

A7: Oya wa Star Wars ga すき です.  

B11: Oyagosan wa Star Wars ga すき です ka.  

A8: Hai. Oya wa Star Wars ga すき です.  

A9: Leia wa Star Wars no princess desu.  



A10: Oya wa Leia ga すき です.  

A11: Oya wa Leia ga すき dakara, Leia o erabimashita. 

B12: Oyagosan wa Leia ga すき dakara, Leia o erabimashita ka 

A12: Hai. Oya wa Leia ga すき dakara Leia o erabimashita.  

B13: Anata wa jibun no なまえ ga すき です ka. 

A13: Hai, watashi wa jibun no なまえ ga すき です. 

A14: Watashi mo Star Wars ga すき dakara, jibun no なまえ ga suki desu. 

A15: Anata mo jibun no なまえ ga すき です ka.  

B14: Iie, boku wa jibun no なまえ ga すき janai です. 

A16: Naze anata wa jibun no なまえ ga すき janai です k  

B15: Boku wa cricket ga すき janai kara, jibun no なまえ ga suki janai desu. 

A17: Anata wa cricket ga すき janai kara, jibun no なまえ ga suki janai desu ka. 

B16: Hai, boku wa cricket ga すき janai kara, jibun no なまえ ga suki janai desu. 

A18: Demo, anata no なまえ wa kakkoii desu. 

B17: Boku no なまえ wa kakkoii desu ka. 

A19: Hai, anata no なまえ wa kakkoii desu.  

B18: Arigato! Boku wa jibun no なまえ ga すき です!  

A20: Watashi mo anata no なまえ ga すき です! 

 

 

 

 

 



Japanese reading material 

Why did they choose your name? (2) 

A1: あなた の なまえ は なん です か。 

B1: ぼく の なまえ は アダム です。 

A2: アダム さん です か。  

B2: はい。ぼく の なまえ は アダム です。 

A3: なぜ おやごさん は あなたの なまえ を えらびました か。 

B3: おや は クリケット が すき です。 

A4: おやごさん は クリケット が すき です か。 

B4: はい。おや は クリケット が すき です。 

B5: アダム ギルクライスト は ゆうめいな クリケット せんしゅ です。 

B6: おや は アダム ギルクライスト が すき です。 

B7: おや は アダム ギルクライスト が すき だから、アダム を えらびま

した。 

A5: おやごさん は アダム ギルクライスト が すき だから アダム を え

らびました か。  

B8: はい。おや は アダム ギルクライスト が すき だから、アダム を え

らびました。  

B9: あなた の なまえ は なん です か。 

A6: わたし の なまえ は レイア です。 

B10: なぜ おやごさん は あなたの なまえ を えらびました か。  

A7:おや は スターウォーズ が すき です。 

B11: おやごさん は スターウォーズ が すき です か。  

A8: はい。おや は スターウォーズ が すき です。 



A9: レイア は スターウォーズ の プリンセス です。 

A10: おや は レイア が すき です。 

A11: おや は レイア が すき だから レイア を えらびました。 

B12: おやごさん は レイア が すき だから レイア を えらびました 

か。 

A12: はい。おや は レイア が すき だから レイア を えらびました。 

B13: あなた は じぶん の なまえ が すき です か。 

A13: はい。わたし は じぶん の なまえ が すき です。 

A14: わたし も スターウォーズ が すき だから、じぶん の なまえ が 

すき です。 

A15: あなた も じぶん の なまえ が すき です か。  

B14: いいえ。ぼく は じぶん の なまえ が すき じゃない です。 

A16: なぜ あなた は じぶん の なまえ が すき じゃない です か。 

B15: ぼく は クリケット が すき じゃない から、じぶん の なまえ が 

すき じゃない です。 

A17: あなた は クリケット が すき じゃない から、じぶん の なまえ 

が すき じゃない です か。 

B16: はい。ぼく は クリケット が すき じゃない から、じぶん の なま

え が すき じゃない です。 

A18: でも、あなた の なまえ は かっこいい です。 

B17: ぼく の なまえ は かっこいい です か。 

A19: はい。あなた の なまえ は かっこいい です。 

B18: ありがとう！ ぼく は じぶん の なまえ が すき です！ 

A20: わたし も あなた の なまえ が すき です！ 



Words (Why did they choose your name?) 

Japanese English 

あなたの Your 

なまえ Name 

なん What 

です Is/am/are 

か ? (question mark) 

ぼくの My 

さん Mr/Mrs/Ms 

なぜ Why 

おやごさん Parent(s): polite 

えらびました Chose 

すきです Like 

クリケット Cricket 

ゆうめいな Famous 

せんしゅ Player 

だから Because 

すきです Like 

じぶん Self (myself/yourself/himself/herself) 

じぶんの my/your/his/her: reflective 

から Because 

かっこいい Cool 

じゃない Not 

 


