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3か1  
 1.	ちち	 (my) father

 2. はは	 (my) mother

 3. あに	 (my) older brother

 4. あね	 (my) older sister

 5. おとうと	 (my) younger brother

 6. いもうと	 (my) younger sister

 7. かぞく	 (my) family

 8. きょうだい	 (my) sibling(s)

 9. なまえ	 name

10. だれ	 who?

11. Counter for People (see back)

12. Counter for Ages (see back)

13. そうですか。	 Is that so?

14. ほんとうですか。	 Is that true?/Really?

15. の	  A possessive and descriptive particle.

3か2
 1.	おとうさん	 (someone’s) father

 2. おかあさん	 (someone’s) mother

 3. おじいさん	 grandfather, elderly man

 4. おばあさん	 grandmother, elderly woman

 5. おにいさん	 (someone’s) older brother

 6. おねえさん	 (someone’s) older sister

 7. おとうとさん	 (someone’s) younger brother

 8. いもうとさん	 (someone’s) younger sister

 9. と		 and

10. ごかぞく	 (someone’s) family

11. おなまえ	 (someone’s) name

12. そして	  And [Used only at the beginning of a 
sentence]

3か3
 1. がっこう	 school

 2. せいと	  elementary, intermediate,  
or high school student

 3. がくせい	 college student

 4. ちゅうがく	 intermediate school

 5. こうこう	 high school

 6. ちゅうがくせい	 intermediate school student

 7. こうこうせい	 high school student

 8.	ちゅうがく　いちねんせい	 7th grader

 9. ちゅうがく　にねんせい	 8th grader

10. ちゅうがく　さんねんせい	 9th grader

11. こうこう　いちねんせい	 10th grader

12. こうこう　にねんせい	 11th grader

13. こうこう　さんねんせい	 12th grader

14. なんねんせい	  what grade?

15. ～も	  too, also

3か4
 1. どこ	 where?

 2. こちら	  this one (Polite form of これ and 
may be used to refer to a person.)

 3. にほん	 Japan

 4. にほんじん	 Japanese citizen

 5. アメリカ	 U.S.A.

 6. アメリカじん	 U.S. citizen

 7. なにじん	 What nationality?

 8. ちゅうごく	 China

 9. かんこく	 South Korea

10. フランス	 France

11. スペイン	 Spain

12. インド	 India

13. ブラジル	 Brazil

3か5
 1. (お)しごと	 job

 2. いしゃ	 medical doctor

 3. おいしゃさん	  medical doctor (Polite form of isha.)

 4. びょういん	 hospital

 5. べんごし	 lawyer

 6. かいしゃいん	 company employee

 7. しゅふ	 housewife

 8. エンジニア	 engineer

 9. けいかん	 police officer

10. しょうぼうし	 firefighter

11. ウェイター／	
ウェイトレス	 waiter /waitress

12. シェフ	 chef, cook

13. まえ	 before
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 1 ひとり
 2 ふたり
 3 さんにん
 4 よにん
 5 ごにん
 6 ろくにん
 

 7 なな／しちにん
 8 はちにん
 9 きゅうにん
 10 じゅうにん
 11 じゅういちにん
 ? なんにん
 

 1 いっさい
 2 にさい
 3 さんさい
 4 よんさい
 5 ごさい
 6 ろくさい
 7 ななさい

 8 はっさい
 9 きゅうさい
10 じゅっさい
11 じゅういっさい	
20 はたち	
 ? なんさい
 ? (お)いくつ

一
いち,
ひと	(つ)

二
に,

ふた	(つ)

三
さん,
みっ	(つ)

四
し,	よ,	
よん,
よっ	(つ)

五
ご,

いつ	(つ)

日
に,	
にち,
ひ,	び,	か

名前
なまえ

RecognitionKANJI

COUNTERS

Inclusive Particle も
Noun 1 も Noun 2 です。  
Noun 1 is also Noun 2. / Noun 1 is Noun 2 too.

Noun 1 も Noun 2 では　ありません。    
Noun 1 is not Noun 2, either.

ちちも　ははも　４０さいです。
Both my father and mother are 40 years old.

あにも　ちゅうがくせいでは　ありません。
My older brother is not an intermediate school student, either.

3か4

No Grammar 

3か5
Basic Past Tense Sentences: A was B

Noun 1 は Noun 2 でした。 N1 was/were N2.

Noun 1 は Noun 2	では/じゃ　
ありませんでした。 N1 was not/were not N2.

ちちは　まえ　かいしゃいんでした。
My father was a company employee before.

わたしは　まえ　この　がっこうの　せいと
では　ありませんでした。
I was not a student of this school before.

3か1
Possessive and Descriptive Particle の
Noun 1 の Noun 2

これは　にほんごの　ほんです。
This is a Japanese language book.

3か2
Noun Connector Particle と
Noun 1 と Noun 2 Noun 1 and Noun 2.

かぞくは　ちちと　ははと　わたしです。
My family is my father, my mother and me.

Abbreviated Questions

～は？ How about ～?

しゅくだいは？　
How about (your) homework?

Sentence Connector そして
Sentence 1。	そして、	Sentence 2。   
Sentence 1. And Sentence 2.

あねの　名前は　まゆみです。　	
そして、１８さいです。　
My older sister’s name is Mayumi. And she is 18 years old.

3か3
Basic Negative Sentence: A is not B.

Noun 1 は Noun 2 では　ありません/	
じゃ　ありません。
わたしは　こうこうせいでは　ありません。
I am not a high school student.

 People  Ages


