Language Clarification Table
Unit Three Japanese
Statements
わたしの…のなまえは…です。

My...’s name is.

わたしのかぞくは…にんです。

I have ... in my family.

わたしのかぞくは…です。

People in my family are...

わたしのかぞくは…です。

My family is...

かぞくとわたしは…です。

My family and I are...

わたしたちのしゅっしんは…です。

We are from…

わたしのかぞくは…にすんでいます。

My family lives in...

わたしたちは…にすんでいます。

We live in...

わたしは…とすんでいます。

I live with...

わたしのおにいさん／おねえさんは…です。

My brother/sister has...

わたしのおかあさん／おとうさんは…です。

My mother/father

わたしのかぞくは…です。

(aunt/uncle/grandparent) has...

…はなんさいですか？

My family is...

わたしの…は…です。

How old is...?

わたしは…に…といきます。

My ... is...

わたしたちは…のがすきです。

I go to ... with...

わたしは…と…のがすきです。

We like to…

わたしたちは…のがすきじゃないです。

I like to...with...

わたしたちはへいじつに…ます。

We do not like to...

わたしたちはしゅうまつに…にいきます。

During the week we....

しゅうまつに…です。

We go to ... on the weekends.

わたしは…と…にいきます。

On the weekends...

わたしたちは…のがすきです。

I go to ... with...

わたしは…と…ます。

We enjoy....

わたしたちはしゅくじつに…ます。

I... with...

わたしのかぞくは…にんです。

On holidays we...

わたしのかぞくは…です。

I have ... in my family.

わたしのかぞくは…です。

People in my family are...
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Questions
あなたのかぞくはどんなかんじですか？

What is your family like?

…はなんさいですか？

How old is...?

あなたのかぞくはなんにんですか？

How many family members do you have

あなたの…はどんなひとですか？

What is your... like?

あなたの…についておしえてください。

Tell me about your...

あなたの…のがいけんはどんなかんじですか？

What does your...look like?

あなたの…は…よりわかいですか？

Is your... older or younger?

あなたはかぞくとなにするのがすきですか？

What do you like to do with your family?

あなたはかぞくとどこにいくのがすきですか？

Where do you like to go with your family?

あなたはかぞくとなにするのがすきですか？

What do you like to do with your family?

あなたはかぞくとどこにいくのがすきですか？

Where do you like to go with your family?

Level Up Language
わたしの…のしゅっしんは…でわたしの…のしゅっしんは…です。

My…is from and my... is from.

わたしの…のしゅっしんは…だけどわたしの…のしゅっしんは…です。

My…is from…but my... is from…

わたしの…は…で…です。

My ... is ... and…

わたしの…は…けど…ないです。

My ... is ... but not...

わたしの…は…なくて…ないです。

My... is neither...nor...

わたしたちは…のと…のがすきです。

We like to...and…

わたしたちは…のがすきだけど…のがすきじゃないです。

We like to...but not....

わたしたちは…から…のがすきです。

We like to... because…

わたしたちはしゅうまつに…のと…のがすきです。

On weekends we like to.... and…

わたしたちはしゅうまつに…のがすきだけど…のがすきじゃないです。

We like to...but not...on weekends

わたしたちは…から…のがすきです。

We like to...because...

わたしたちはがっこうあとに…けどしゅうまつに…ます。

Afterschool we...but on weekends we…
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